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Ⅲ 生命科学ないし先端医療技術に関わる最近の政府関係の指針，原則，法律 

 

はしがき 

 クローン，ＥＳ細胞，遺伝子解析研究，細胞・組織利用医薬品等の製造など，生命科学

ないし先端医療技術の発展に伴い，1998 年以降，これらの研究に関わる指針，原則（ク

ローンの場合には法律も）が，政府省庁によって多数策定されるようになった。以下では，

その主だったものの策定の経緯と内容を検討し，あわせて，そこに含まれる問題について

その解決の糸口を提示することにする。 

 

１ 指針，原則，法律の概観 

(1) クローン 

 クローンとは、一般に、細胞の核の遺伝子が同一である個体（の集合）をいう。クロー

ンは、①初期胚（胚＝受精卵）の個々の細胞の核や、②成体や胎児の体細胞の核を、核を

除去した［未受精］卵（＝除核卵）に移植することによって作られる。①の初期胚の細胞

核を除核卵に移植する方法によって作られた哺乳類クローンの初期のものとしては、八三

年にマウスで（米国）、八六年に羊で（英国）、八七年に牛で（米国）、それぞれ成功例が

報告されている。②の体細胞の核を除核卵に移植する方法によるクローンは体細胞クロー

ンと呼ばれる。この方法によると、すでに形質が知られている個体と同じ遺伝子を持つ複

数の個体の産生が可能になる。哺乳類における体細胞クローン産生の最初の成功例は、九

七年に英国ロスリン研究所の研究グループが、羊の乳腺細胞由来の細胞核を別の雌羊の除

核卵に移植して得られた胚を、さらに別の羊の子宮に戻して誕生させたドリーと名付けら

れた雌羊であった。 

 クローン技術による人の個体の産生については、九七年以降、文部省や科学技術会議

（政府の科学技術政策の総合的な推進に資するため、五九年に科学技術会議設置法に基づ

き内閣総理大臣の諮問機関として設置）などが、それに関する研究について政府資金の配

分を差控えるとともに、研究自体の差控えを求める姿勢を示してきた。九七年九月、科学

技術会議に生命倫理委員会が設置され、翌九八年一月には、クローン問題について専門的

な検討を行うために、同委にクローン小委員会が設置された。 

 九九年一一月、クローン小委は報告書「クローン技術による人個体の産生等に関する基

本的考え方」をまとめた。生命倫理委は同一二月の「クローン技術による人個体の産生等
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について」で、同報告書を了承したうえで、「クローン技術の人個体産生への適用につい

ては、人間の育種や手段化・道具化に道を開くものであり、また、生まれてきた子どもは

体細胞の提供者とは別人格を有するにもかかわらず常に提供者との関係が意識されるとい

う人権の侵害が現実化する。このため、個人の尊重という憲法上の理念に著しく反するこ

ととなる。さらに無性生殖であることから、人間の命の創造に関する我々の基本認識から

逸脱するものであり、家族秩序の混乱等の社会的弊害も予想される。また、クローン技術

による人個体の産生については、安全性に関する問題が生じる可能性を否定できない。こ

のように、クローン技術による人個体の産生には人間の尊厳の侵害等から重大な問題があ

り、その弊害の大きさから、法律により罰則を伴う禁止がなされるべきである」との基本

認識を示した。その上で、生体の体細胞を人または動物の除核卵へ核移植することによっ

て人個体を産生することを法律により罰則付きで禁止することを求め、さらに、「人と動

物のキメラ胚を用いて産生されるキメラ個体や、人と動物の配偶子を交雑させて得られる

ハイブリッド胚を用いて産生されるハイブリッド個体については、ヒトという種のアイデ

ンティティを曖昧にする生物を作り出すものであり、クローン技術による人個体の産生を

上回る弊害を有するため、罰則を伴う法律等によりその産生を禁止するための措置を講ず

るべきである」とした。また、人クローン胚、キメラ胚およびハイブリッド胚の研究につ

いては、規制の枠組みを整備することが必要であるとした。 

 科学技術会議生命倫理委の上記決定を踏まえて、本年四月一四日、「ヒトに関するクロ

ーン技術等の規制に関する法律案」が政府法案として国会に提出された。そこでは、人ク

ローン胚（＝体細胞クローン胚）、ヒト性融合胚（＝動物の除核卵にヒトの体細胞等を融

合［核移植］させて得られた胚など）、ヒト動物交雑胚（＝ハイブリッド胚）、ヒト性集合

胚（ヒトの胚と動物の胚・細胞を結合させるキメラ胚）を人または動物の胎内に移植する

ことを禁じ、これに違反した者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する」と定められていた。また、人クローン胚等の上述の胚などの取扱い

について指針を定めるべきことが規定されていた。しかし、本法案については、「生殖医

療全体にかかるこうした法律は総選挙後の国会で慎重に審議すべきだ」と主張する民主党

などの反対で審議に入れず、六月の衆議院解散により審議未了，廃案となった。 

 その後，一〇月六日，同名の法案が，前回同様，内閣提出法案として提出された。この

法案は，四月提出の法案において，人クローン胚等の人または動物の胎内への移植に対す

る罰則として「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」（またはその併科）が定め
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られていたものが，「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」（またはその併科）に改

められたほかは，四月の法案と同じものであった。同法案は一部修正の上，一一月一六日

に衆議院で可決，参議院でも一一月三〇日に可決され成立し，一二月六日に公布された。 

 

(2) ＥＳ細胞 

 一九九八年一一月、米国ウィスコンシン州立大学においてヒトのＥＳ細胞が樹立された

旨を伝える論文が科学誌「サイエンス」に掲載された。ＥＳ細胞（Embryonic Stem Cell＝

胚性幹細胞）とは、受精後五～七日目の胚（胚盤胞――胚の細胞が分化を始める以前の段

階にある）を壊して得た内部細胞塊を培養し、その中から変化しないまま分裂し続ける細

胞を選別し培養することにより樹立されるものである。ＥＳ細胞は、人の身体を構成する

あらゆる細胞に変化することができるという「全能性」と、限りなく細胞分裂を繰り返す

ことができるという「不死性」とを備えている（ＥＳ細胞のみでは個体に発生することが

ない点で、胚と異なる）。その全能性を活用して、移植用の細胞、組織、そして将来的に

は臓器を作成すること、さらには、医薬品の開発や生命科学の基礎研究に利用することな

ど、ＥＳ細胞の応用の可能性は広い。他方、ＥＳ細胞の樹立のためには、子宮に着床すれ

ば人になりうるヒト胚を壊すことが必要であること、全能性を持っていることから生殖細

胞に分化する可能性があること、など問題点も少なくない。 

 科学技術会議生命倫理委では、ヒトＥＳ細胞の樹立を受けて、九八年一二月、ヒト胚研

究小委員会を設置した。同小委は本年二月二日に「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研

究に関する基本的考え方（案）」を作り、翌二月三日に公表し、同月末までをパブリッ

ク・コメントの期間として、意見を求めた。それに対して八八件の意見が寄せられ、同小

委は、それを踏まえて、三月六日に報告書「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関

する基本的考え方」をまとめた。 

 同報告書は、ヒト胚が「ヒトの生命の萌芽として尊重されるべきという要請を考慮した

上で、医療や科学技術の進展に重要な成果を産み出すため研究の実施が必要とされる場合

には、不妊治療のために作られた体外受精卵であり廃棄されることの決定したヒト胚（余

剰胚）を適切な規制の枠組みの下で研究利用することが、一定の範囲で許容され得ると考

えられる」との基本認識のもと、以下のような遵守事項を掲げた。 

1) 研究材料として使用するために、新たに受精によりヒト胚を作成しないこと。 

2) 研究目的で提供されるヒト胚は、提供者により廃棄する旨の意思決定が既に別途、明
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確になされていること。 

3) 生命の萌芽たるヒト胚を用いる科学的な必要性と妥当性が認められること。 

4) ヒト胚の提供に際しては、提供者が事前に研究目的と利用方法等の十分な説明を受け

て理解した上で、自由な意思決定により提供に同意していること。 

5) ヒト胚の提供と授受は、すべて無償で行われること。 

6) ヒト胚の提供に際しては、提供者の個人情報が厳重に保護されること。 

7) ヒト胚を扱う研究計画の科学的・倫理的妥当性については、第三者的な立場を含めて、

研究実施機関において十分な検討が行われるとともに、国または研究実施機関外の組織に

よる確認を受けること［ＥＳ細胞樹立については国の確認が必要］。 

8) ヒト胚研究の科学的・倫理的妥当性の確認状況、実施状況、成果等が公開されること。 

 同報告書はまた、ＥＳ細胞研究について、「その樹立の過程でヒト胚という人の生命の

萌芽を扱うという倫理的な問題があるものの、ヒト胚自体は現在のところ法的な権利主体

とまではいえないこと、ヒト胚性幹細胞それ自体は個体の産生につながることはなく、そ

の樹立及び使用に際して重大な弊害が生じるとはいえないことから、罰則を伴った法律に

よる規制が不可欠なものではない」との基本的考え方を示した後、ヒトＥＳ細胞樹立の要

件として、樹立のために用いることができるヒト胚を廃棄されるべき余剰胚に限定し、ま

た、ＥＳ細胞の樹立にヒト胚を使用する際の留意点として、受精後一四日以内の凍結保存

胚を使用すること、必要以上のヒト胚の提供を受けないことなどを挙げた。同報告書は三

月一三日に開かれた生命倫理委で了承された。 

 その後，二〇〇〇年一一月にヒト胚研究小委員会（第Ⅱ期）が組織され，一一月二九日

に第一回会合が開かれ，一二月二七日までの三回の会合を経て，「ヒトＥＳ細胞の樹立及

び使用に関する指針（案）」がまとめられた。同指針案は，二〇〇一年二月一七日に公表

され，三月一九日を期限として，一般からの意見が募集された。 

 指針案の内容の主だったところを掲げておくと，まず，ヒトＥＳ細胞の樹立のために用

いられるヒト胚の条件として以下のように定められている。 

（樹立の用に供されるヒト胚に関する要件） 

第七条 ヒトＥＳ細胞の樹立の用に供されるヒト胚は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 

一   生殖補助医療に使用する目的で作成されたヒト受精胚であって、廃棄が予定されているもので

あること。 

二   ヒトＥＳ細胞の樹立の用に供されることについて、適切なインフォームド・コンセントを受け
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たものであること。 

三   凍結保存されているものであること。 

四   受精後十四日以内のものであること。ただし、凍結保存されている期間は、当該期間に算入し

ない。 

２   提供医療機関によるヒト胚の樹立機関への提供は、ヒトＥＳ細胞の樹立に必要不可欠な数に限る

ものとする。 

３   樹立機関は、提供されたヒト胚を遅滞なくヒトＥＳ細胞の樹立の用に供するものとする。 

 樹立の手続，とくに倫理審査委員会の審査に関しては，以下のように定められている。 

（樹立の手続き） 

   第十六条   樹立機関の長は、樹立責任者から樹立計画の実施の了承を求められた際には、その妥

当性について樹立機関の倫理審査委員会の意見を求め、当該意見に基づき樹立計画の本指針への適合

性を確認するものとする。  

２   樹立機関の長は、樹立計画について、提供医療機関の長の了解を得るものとする。なお、提供医

療機関の長は、了解に当たっては提供医療機関の倫理審査委員会の意見を聴くものとする。  

（樹立計画に係る文部科学大臣の確認）  

   第十七条   樹立機関の長は、樹立計画の実施を了承するに当たっては、当該樹立計画の本指針へ

の適合性について、文部科学大臣の確認を受けるものとする。  

［以下略］ 

 インフォームド・コンセントの手続についての以下のように規定されている。 

（インフォームド・コンセントの手続き）  

   第二十二条   提供医療機関は、ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続きを

行う際には、提供を依頼される者の心情に十分配慮するとともに、次の各号に掲げる要件を満たすも

のとする。 

一   提供を依頼される者が置かれている立場を不当に利用しないこと。 

二   同意能力を有すると認められない者に提供を依頼しないこと。 

三   提供を依頼される者によるヒト受精胚の廃棄の意思が事前に確認されていること。 

四   提供を依頼される者が提供について判断するための十分な時間が確保されること。 

五   ヒト受精胚を提供する夫婦（婚姻の届出をしている者に限る。）双方からインフォームド・コ

ンセントを受けること。 

六   インフォームド・コンセントの取得後、少なくとも一月間当該ヒト受精胚が保存されること、
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及びその間のインフォームド・コンセントの撤回が可能であること。 

七   インフォームド・コンセントは書面により受けること。  

（提供の依頼に際しての説明） 

   第二十三条   インフォームド・コンセントの取得に係る提供を依頼される者に対する説明は、樹

立機関が行うものとする。 

２   前項の説明は、次の各号に掲げる事項について文書を提示し、分かりやすく、これを行うものと

する。 

一   ヒトＥＳ細胞の樹立の目的及び方法 

二   ヒト受精胚が樹立過程で滅失することその他提供されるヒト受精胚の取扱い 

三   予想されるヒトＥＳ細胞の使用方法及び成果 

四   樹立計画の本指針への適合性が、樹立機関、提供医療機関及び国により確認されていること。 

五   ヒト受精胚の提供者の個人情報が樹立機関に移送されないことその他個人情報の保護の具体的

な方法 

六   ヒト受精胚の提供は無償で行われるため、将来にわたり提供者が報酬を受けることはないこと。 

七   ヒトＥＳ細胞について遺伝子解析が行われる可能性のあること、及び当該遺伝子解析によりヒ

ト受精胚の提供者が特定されるものではないこと。 

八   ヒトＥＳ細胞からヒト受精胚の提供者が特定されることはないため、研究成果その他の当該ヒ

トＥＳ細胞に関する情報は、提供者に教示できないこと。 

九   ヒトＥＳ細胞から得られた研究成果は、学会等で公開される可能性があること。 

十   ヒトＥＳ細胞は、樹立機関において、長期間維持管理されるとともに、使用機関に無償で分配

されること。 

十一   ヒトＥＳ細胞から有用な成果が得られた場合には、その成果（分化細胞を含む。）から知的

所有権又は経済的利益が発生する可能性があること、及び当該知的所有権又は経済的利益は提供者

に帰属しないこと。 

十二   提供又は不提供の意思表示は、提供者に対して何らの利益又は不利益をもたらすものではな

いこと。 

十三   同意後少なくとも一月以内はその撤回が可能であること及びその方法  

３   樹立機関は、説明の際には、依頼された者の個人情報を保護するため適切な措置を講じるととも

に、説明を実施した旨を示す文書（以下「説明実施書」という。）を依頼された者に交付するものと

する。  
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４   樹立機関は、説明に際しては、常に最新かつ正確な情報をもとにこれを行うものとする。 

 

(3) 遺伝子解析研究 

(a) ミレニアム指針 

 九九年一〇月、厚生省は二〇〇〇年度から五年計画で開始されるミレニアム・プロジェ

クトの一つであるヒトゲノム・プロジェクトの一貫として行われる「遺伝子解析による疾

病対策・創薬等に関する研究」の予算要求を行った。その内容は、「国立がんセンターな

どの国立高度専門医療センター及び国立医薬品食品衛生研究所などの国立試験研究機関に

おいて、痴呆、がんなどの高齢者に多い疾病に関連する遺伝子、薬剤に対する反応の程度

の違いに関連する遺伝子、を解析。これにより、画期的な治療技術の確立や創薬等をめざ

す」というものであった。そして、「この研究では、多くの人の体から生体試料の提供を

受け、遺伝子に関する情報等を収集することが必要であ」ることから、「生命倫理や個人

情報保護の観点から守るべき条件を検討」することとされ、「遺伝子解析による疾病対

策・創薬等に関する研究における生命倫理問題に関する調査研究」研究班が編成された。 

 研究班の報告書案は二〇〇〇年二月四日の厚生科学審議会先端医療技術評価部会に提出

され、若干の修正の後、二月一〇日に公表、三月一〇日までをパブリック・コメント期間

として、意見が募集された（意見募集期間は、後に、四月五日まで延長された）。締切ま

でに四九件の意見が寄せられ、それらを踏まえ、四月二一日と同二八日の先端医療技術評

価部会の議論、及びその後の文章修正を経て、五月三〇日に「遺伝子解析研究に付随する

倫理問題等に対応するための指針」として公表された。 

 本指針は、試料等提供者の意思の尊重、倫理審査委員会の審査、試料等提供者の人権保

護、既提供試料の利用の可否の決定手続、遺伝カウンセリング、研究の透明性、を基本方

針としている。なお、本指針は、その作成の経緯から、直接の適用対象は、ミレニアム・

プロジェクトとして行われる遺伝子解析研究に限られる。 

 (ｱ) 本指針において、遺伝子解析研究はすべて、その研究計画が研究実施機関の長に

提出され、その許可を受けなければ実施することができない。研究実施機関の長は、研究

計画を許可するかどうかの判断において、倫理審査委員会の意見を求め、その意見を尊重

しなければならず、倫理審査委の意見に反し、試料等提供者またはその家族等の不利益に

なるような決定をしてはならない。端的にいえば、倫理審査委が不承認とした研究計画を

研究実施機関の長が承認することは許されない。 
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 倫理審査委の構成に関しては、委員のうち、半数以上は外部の人、さらに、その外部の

人のうち半数以上（全体の四分の一以上）は、倫理・法律面の有識者または市民の立場の

人でなければならず、また、そのような者が一名以上出席しなければ会議を開くことがで

きない。 

 (ｲ) インフォームド・コンセントに関しては、一般的な要件については省略する。 

 提供者本人が痴呆等で同意能力がない場合には、当該遺伝子解析研究が、その本人から

の試料等の提供を受けなければ成り立たないと倫理審査委が認めた場合に限って、（推測

される本人の意思に配慮して判断を下す）代諾者から同意を得て試料等の提供を受けるこ

とができる。代諾者は、任意後見人、親権者、後見人、保佐人、及び、配偶者、成人の子、

父母等の間での協議によって、それらの人々から選定されるべきものとされている。 

 未成年者からの試料等の提供についても、そのような試料等の提供がないと研究が成り

立たないと倫理審査委が認めた場合に限って試料等の提供を受けることが認められる。そ

の場合、本人が一六歳以上であれば、親権者の同意に加えて未成年者本人の同意が必要と

され、また、一六歳未満の者についてもなるべく本人の同意を得るように努めるべきもの

とされている。 

 死者からの試料等の採取についても同様で、それが研究に不可欠である場合に限って認

められ、その際には、遺族からの同意を受けることが必要になる。また、生前に本人が遺

伝子解析研究への試料等の提供を明確に拒否していた場合には、採取できない。 

 (ｳ) 個人情報保護のため、提供された試料等は、遺伝子解析研究が行われる前に、原

則として、個人識別情報管理者によって匿名化がなされなければならない。匿名化をせず

に研究を行うことが許されるのは、倫理審査委が認めた研究計画書において匿名化をしな

いことが認められており、かつ、試料等提供者またはその代諾者が匿名化しない試料等の

提供に同意している場合に限られる。 

 (ｴ) 遺伝情報の開示に関する本指針の規定は複雑である。ここでは、その概要と問題

となる部分に焦点を定めて紹介する。 

 まず、本人に対する開示についてであるが、個々の試料等提供者の遺伝情報が開示でき

る研究の場合において、その提供者本人の開示または非開示の希望は尊重されなければな

らない、と定められており、とくに、本人に開示の希望がない場合には、開示されてはな

らない旨が明記されている。しかし、他方、「遺伝子解析研究に試料等を提供した本人が

その人自身の遺伝情報の開示を希望していない場合であっても、その遺伝情報が試料等提
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供者の生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効な治療方法があるときは、研

究実施機関の長は、開示についての倫理審査委員会の意見に基づき、研究責任者、試料等

提供者の診療を担当する医師およびその医師が所属する医療機関の長等と対応を協議しな

ければならない。試料等提供者の血縁者に対する開示についても、試料等を提供した本人

に対する開示と同様に対応されなければならない」(4-1-3-1-4)と規定されており、本人に

開示の希望がない場合においても、遺伝情報の開示が生命維持に役立つことが判明した場

合には、開示が認められる道を残している。 

 つぎに、血縁者等の第三者に対する開示に関してであるが、提供者の遺伝情報は、原則

として、提供者の意思に反して、それ以外の人に開示されてはならないとされている。逆

にいうと、血縁者等に対して提供者の遺伝情報を開示する場合には、提供者の同意が必要

とされることになる。なお、提供者本人が血縁者に対する開示を認めていない場合におい

ても、前の(4-1-3-1-4)の規定に従って開示がなされる可能性が認められている。 

 (ｵ) 既存試料（本指針では「既提供試料等」と呼ばれる）の利用に関しては、本指針

は、本指針の作成前に採取された試料等について、それをＡ群試料等、Ｂ群試料等、Ｃ群

試料等の三種類に分ける。Ａ群試料等とは、当初その試料等が採取されたときの同意にお

いて遺伝子解析研究での利用が明示されていた試料等をいい、Ｂ群試料等とは、試料等の

採取に際して、医学的研究への利用については同意が得られていたが、遺伝子解析研究で

の利用が明示されていなかった試料等をいい、Ｃ群試料等とは、試料等の採取時に研究目

的での利用の同意が何も得られていなかった試料等をいうとされている。これに従うと、

診療・健診での検査目的で採取された血液の残りなどはＣ群に分類されることになる。 

 Ａ群試料等に関しては、当初の同意の範囲内の遺伝子解析研究のためにそれを用いるこ

とができる。改めて提供者から同意を得ることなどは必要でない。 

 Ｂ群試料等に関しては、原則として、改めて、遺伝子解析研究に用いることに対する同

意を提供者から得なければ、それを遺伝子解析研究に利用することはできない。ただし、

新たな同意が得られなくても、次の(1)(2)のいずれかの要件が満たされる場合には、遺伝

子解析研究への利用が認められる。 

「(1) 試料等が連結不可能匿名化されている場合。 

 (2) 試料等が連結可能匿名化されている場合においては、遺伝子解析研究により既提供の試料等の

提供者およびその家族等に危険や不利益が及ぶ可能性が極めて小さく、研究に高度の有用性が認めら

れ、他の方法では実際上研究の実施が不可能または極めて困難であることが倫理審査委員会で確認さ
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れた場合。」(5-2) 

 Ｃ群試料等に関しても、原則として、改めて、遺伝子解析研究に用いることに対する同

意を提供者から得なければ、それを遺伝子解析研究に利用することはできないが、次の

(1)(2)のいずれかの要件が満たされる場合には、遺伝子解析研究への利用が許される。 

「(1) 連結不可能匿名化されている場合。 

 (2) 連結可能匿名化された場合においては、次の全ての要件を満していることが倫理審査委員会で

確認された場合。 

  ① 遺伝子解析研究により既提供の試料等の提供者およびその家族等に危険や不利益が及ぶ可能

性が極めて小さいこと。 

  ② その試料等を遺伝子解析研究に用いることが、社会の利益に大きく貢献する研究であること。 

  ③ 他の方法では実際上、遺伝子解析研究の実施が不可能であること。 

  ④ 遺伝子解析研究の実施状況について情報の公開を図り、併せて既提供の試料等の提供者に問

い合わせおよび試料等の研究利用の拒否の機会を保障するための措置が講じられていること。」 

 このようにして、本指針では、指針前に採取された試料等に限って、一定の要件が満た

されることを条件に、インフォームド・コンセントなしに試料等の遺伝子解析研究への利

用が認められることとされた。 

 (ｶ) 上記の点以外に、本指針で特徴的だと思われる点としては、試料等提供者を、①

遺伝病の患者等、②その他の疾患の患者等、③普通の健康状態の人、④コホート研究への

参加者等に分けて、インフォームド・コンセントの手続、遺伝カウンセリングの利用可能

性についての情報提供の要否、遺伝情報の開示などについて異なる要件を定めていること

をあげることができる。 

(b) ヒトゲノム研究基本原則 

 科学技術会議の生命倫理委員会は一九九九年一二月二一日にヒトゲノム研究小委員会の

設置を決め、その第一回会合が二〇〇〇年一月二八日に開かれた。その後、三月六日、同

三一日の計三回の会合を経て、すべてのヒトゲノム研究に適用され、ヒトゲノム研究にお

ける憲法的文書として位置づけられる「ヒトゲノム研究に関する基本原則（案）」がまと

められた。四月一一日にそれが公表され、同日から五月九日までをパブリック・コメント

期間として意見が募集された。 

 これに応じて九五件の意見が寄せられ、それらを踏まえ、五月一七日、同三一日、六月

七日のヒトゲノム研究小委、及び六月一四日の生命倫理委での議論、さらにはその後の文



 59 

章修正を経て、六月二〇日に内容が確定され、科学技術会議政策委員会に報告されるとと

もに、「ヒトゲノム研究に関する基本原則」として公表された（六月二七日付ライフサイ

エンス課長通知「ヒトゲノム研究に関する基本原則ついて」）。 

 基本原則では、ミレニアム指針よりも、原理・原則に重点が置かれている。そのことは

「ヒトゲノムは、人類の遺産である」（第一１）、「ヒトゲノムは、人の生命の設計図であ

り、人が人として存在することの生物学的基礎であって、また人が独自性と多様性をもっ

ていることの根拠となるものである」（第一２）で始まる第一章「ヒトゲノムとその研究

のあり方」や、「人の尊厳に反する研究は行ってはならない」（第二十１）、「科学研究の自

由は尊重される」（第二十２）などを収める第三章「ヒトゲノム研究の基本的実施要件」

などから明らかであろうし、本稿の以下の説明が示すように、基本原則の具体的内容が細

部にわたるものでないことからも窺えよう。なお、基本原則の序において「研究を行うに

あたり遵守すべきより詳細な事項については、この基本原則を踏まえて『指針』が定めら

れる必要がある」と記されている。 

 (ｱ) 倫理委員会について基本原則は、「ヒトゲノム研究にあたっては、その研究計画に

ついて、独立で学際的かつ多元的な倫理委員会による事前の審査を経なければなら」（第

二三１）ず、「倫理委員会は、その組織および審査において、透明性が確保されていなけ

ればならない」（第二三３）と定めている。 

 (ｲ) 同意能力が認められない者からの試料提供に関して、基本原則は、「同意能力の認

められない者を提供者に含めたヒトゲノム研究を行う場合は、そうした者から試料の提供

を受けて研究を行う必要性が明らかにされていなければならず、また、代諾者となるべき

者から本人に代わってインフォームド・コンセントが与えられていなければならない」

（第六）と定め、解説において、「代諾者となるべき者は、本人が未成年者の場合は親権

者、その他の者の場合は後見人等、原則として法の定めに基づいて選ばれなければならな

い」と述べる。 

 (ｳ) 個人情報保護に関して、基本原則は、第十一において、「研究機関および研究者は、

提供者の個人情報、提供者と提供研究試料を結ぶ個人識別情報および研究の結果明らかに

なる個人の遺伝情報を厳重に管理し、これらの情報を最大限の注意をもって保護しなけれ

ばならない。そのため、研究機関は、個人の遺伝情報および個人識別情報を含む個人情報

を保護し管理するために必要な体制と手続を整備しなければならない」と定めている。 

 (ｴ) 遺伝情報の開示に関して、基本原則は、第十三で、「提供者は、研究の結果明らか
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になった自己の遺伝情報を知る権利を有する」と定め、第十四で「提供者は、研究の結果

明らかになった自己の遺伝情報を知らないでいる権利を有する。提供者の意思に反して、

研究結果を提供者に知らせることは許されない」と定めて、知る権利と知らないでいる権

利を明文化している。もっとも、第十四の解説には、「研究の結果、……提供にあたって

インフォームド・コンセント手続が取られた時点では明らかでなかった、提供者の健康に

重要な影響をもつ要素が現れたときには、提供者にそれを説明する必要がある場合が考え

られる。研究結果がこのような場合に該当するか否か、また該当する場合にはいかなる方

法で提供者に説明するかの手続については、倫理委員会の審査を経なければならない。倫

理委員会がこうした研究から得られた新たな要素の説明と開示を必要と認めた場合、この

ような新しい要素を含んだ研究結果を説明した後に、研究の結果得られた自分に関連する

新しい要素を含んだ遺伝情報やそれに基づく疾患等に関する判断を知ることを望む提供者

に対しては、その結果を伝えなければならない。またそうした研究結果を知ることを望ま

ない提供者には、これを伝えてはならない」という説明があり、当初のインフォームド・

コンセントの際に示された提供者の希望が、研究によって得られた新たな知見に照らして

変更される可能性を認めている。なお、ミレニアム指針(4-1-3-1-4)は、原則十四の解説の

この部分の起草途上における案の影響を受けて追加された規定であると伝えられている。 

 基本原則は、提供者の血縁者等への開示について「提供者と血縁関係にある者または提

供者の家族は、提供者個人の遺伝情報について、原則として提供者本人の承諾がある場合

に限り、知ることができる。提供者の意思に反して、提供者個人の遺伝情報を血縁者また

は家族に知らせることは許されない」（第十五１）と規定する一方で、「前項の原則にかか

わらず、研究の結果明らかになった遺伝情報に関して、疾病に関する遺伝的要因であるか

またはその可能性があるとの判断に結びつく場合、当該疾患の予防または治療が可能と認

められるときは、倫理委員会の審査を経て、その判断は血縁者に伝えられることができ

る」と定めている。 

 (ｵ) 基本原則は、原則が作成される以前に採取された試料（原則では「既提供試料」

と呼ばれる）で、ゲノム研究に対する同意が得られていないものの研究利用について、

「提供者が同意を与えていないままでまたは提供者の同意の範囲を超えて、既提供試料を

用いて研究を行う必要がある場合には、倫理委員会の審査を経なければ既提供試料は使用

することができない。倫理委員会は、試料の匿名化、提供者との連結可能性、試料の性質、

研究計画と内容、提供者等に与える影響、個人情報保護の体制等を考慮して、新たな同意
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の要否を含め、具体的な使用条件を定めなければならない」（第九３）と規定し、倫理委

員会の審査を条件として、それらを新たな同意を得ることなくゲノム研究に利用する可能

性を認めている。既提供試料の利用についての判断がすべて倫理委員会に託されている点

が気に懸かるが、詳細は指針に委ねる趣旨であったのかもしれない。 

(c) 学術審議会の意見のまとめ 

 文部省学術審議会特定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会及び同がん研究部会で

は、二〇〇〇年三月以降、遺伝子解析研究に係る倫理問題について意見交換が行われ、そ

の結果は、同八月三一日、「大学等における遺伝子解析研究に係る倫理問題について（意

見のまとめ）」として関係研究機関に通知された（同日付学術国際局長通知「大学等にお

ける遺伝子解析研究に係る倫理問題への対応について」）。 

 そこでは、大学等においてとるべき措置として、「今後大学等においては、当面、遺伝

子解析研究を行う研究者は、「［基本］原則」を遵守し、「［ミレニアム］指針」に準じて

実施することが望まれるところである」と述べられるとともに、意見のまとめとして、基

本的な考え方、研究体制（倫理委員会の設置、個人情報管理システム、遺伝カウンセリン

グ体制の整備など）、研究試料提供者の人権の保護（説明と同意、個人情報の保護、遺伝

カウンセリングなど）、研究試料の取扱い（試料の保存・廃棄、外部委託、外国の機関と

の共同研究、既存試料など）についての具体的な意見が収められていた。 

(d) 四省庁共通の倫理指針 

 二〇〇〇年七月、文部省、厚生省、通産省、科学技術庁は、それら四省庁が共同して、

同一二月を目途に、ヒトゲノム解析研究すべてに対して広く適用される指針の策定を行う

ことを決め、その原案の取りまとめのために「一般的な遺伝子解析研究に付随する倫理問

題等に対応するための指針に関する調査研究」研究班が編成され、原案策定の検討のため

に「ヒトゲノム解析研究に関する共通指針（案）」検討委員会が設けられた。 

 同検討委は八月一四日から一一月一六日まで六回にわたって会合を開き、一一月二四日

に「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（原案）」をまとめた。同原案は各省

庁の関係審議会で検討され、ほぼ原案通りの内容でパブリック・コメントに付すことが認

められた。そして、一二月二〇日、四省庁連名で「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する

倫理指針（案）」に関する意見募集が発表された。意見提出の締切は二〇〇一年一月末で、

その後、提出された意見を参考に、各省の関係審議会での議論を踏まえ、二〇〇〇年度内

に倫理指針を確定し、二〇〇一年度から施行することが予定されている。 
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 本指針案は、基本原則に示された原則に基づき、また、ミレニアム指針を参考としつつ、

ヒトゲノム・遺伝子解析研究一般に適用されるべきものとして作成された。その適用に関

しては、国の研究機関においてまたは国の補助金の交付を受けて実施されるヒトゲノム・

遺伝子解析研究については、本指針の遵守が義務付けられ、それ以外の民間の研究機関等

で実施されるヒトゲノム・遺伝子解析研究についても、これが遵守されるよう周知に努め

られるものと、意見募集文書で説明されている。 

 本指針案の基本方針としては、(1)人間の尊厳に対する十分な配慮、(2)事前の十分な説

明と自由意思による同意（インフォームド・コンセント）、(3)個人に関する情報の保護の

徹底、(4)人類の知的基盤、健康、福祉へ貢献する社会的に有益な研究の実施、(5)個人の

人権の保障の科学的、社会的利益に対する優先、(6)本指針に基づく研究計画の作成、遵

守及び事前の倫理審査委員会の審査、承認による研究の適正性の確保、(7)研究の実施状

況の第三者による調査と研究結果の公表を通じた研究の透明性の確保、があげられている。

なかでも、(1)と(5)が明言されたことは重要であろう。 

 以下、主としてミレニアム指針との異同を中心に、本指針案の内容を概観する。 

 (ｱ) ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施には研究実施機関の長の許可が必要なこと、

長が判断する際には倫理審査委の意見を尊重しなければならないこと、についてはミレニ

アム指針と同じである。なお、倫理審査委が不承認とした研究について研究実施機関の長

が許可してはならないことが明言された。 

 倫理審査委の構成に関しては、「外部委員を半数以上置くことが望ましいが、その確保

が困難な場合には、少なくとも複数名置かなければならない」とした点でミレニアム指針

より要件が緩和された。 

 (ｲ) インフォームド・コンセントに関しては、概ねミレニアム指針の線が踏襲されて

いるが、死者からの試料等の採取について同意を得るべき遺族について、「試料等提供者

の生前の推測される意思を代弁できると考えられる人が選定されることを基本と」（Ⅲ８

(3)細則）するとされており、注目される。 

 (ｳ) 本指針案では、個人識別情報管理者以外に、分担管理者や実際に匿名化作業を行

う補助者をおくことが認められ、また、研究実施担当者等が（個人識別情報管理者の監督

のもとに）匿名化作業を行うことも認められた。 

 (ｴ) 遺伝情報の開示に関しては、概ね、ミレニアム指針について説明したところが維

持されている。 
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 (ｵ) 既存試料のヒトゲノム・遺伝子解析研究への利用の問題に関しては、まず、その

範囲がミレニアム指針（及び基本原則）よりも拡大されたことが指摘される。すなわち、

ミレニアム指針では指針の作成前に採取された試料等を「既提供試料等」としていたのに

対して、本指針案では、遺伝子解析研究の実施前に採取された試料等を「研究実施前提供

試料等」と呼んで、一定の要件が満たされた場合に、遺伝子解析研究に対する同意なしに

研究を行う可能性を認めた。 

 Ａ～Ｃ群の分類法は、基準時を除いて、ミレニアム指針と同じである。 

 Ｂ群試料等のうち、本指針施行前に提供されたものの遺伝子解析研究への利用に関する

実体的要件はミレニアム指針と同じであるが、施行後に提供されたものに関しては、その

要件に加えて、試料等の遺伝子解析研究への利用を拒否する機会の保障などの要件が追加

されている。 

 Ｃ群試料等についても、そのうち、本指針施行前に採取されたものに関する実体的要件

はミレニアム指針と同じであるが、施行後に採取されたものに関しては、その要件に加え

て、「特に連結可能匿名化の上で実施される研究については、症例数が限られており、か

つ、緊急に研究を実施する必要がある場合など、倫理審査委員会が真にやむを得ないとそ

の利用を承認し、研究実施機関の長により許可された場合に限り、ヒトゲノム・遺伝子解

析研究に利用することができる」と規定された。 

 

(4) 細胞・組織に培養処理等の加工を施して製造される医薬品等 

 培養皮膚や培養軟骨など，ヒトの細胞・組織に培養処理等の加工を施して製造される医

薬品及び医療用具に関して，原料となる組織・細胞を採取する医療機関，製造に携わるメ

ーカー，製造された医薬品・医療用具を使用する医療機関が遵守すべき倫理，安全面での

基準を策定する作業が，二〇〇〇年一月二四日の厚生省中央薬事審議会バイオテクノロジ

ー特別部会で始められ，同年九月二九日の同部会での検討を経て，「細胞・組織利用医薬

品等の取扱い及び使用に関する基本的考え方（案）」及び「ヒト由来細胞・組織加工医薬

品等の品質及び安全性の確保に関する指針（案）」としてまとめられた。これらは一〇月

一二日に公表され，一一月一二日までをパブリック・コメント期間として，意見が募集さ

れた。それに応じて，一八の団体・個人から意見が表明され，それらの意見を踏まえた一

二月一日の同部会での検討ののち，上掲のものと同名の「基本的考え方」及び「指針」と

して成文化され，一二月一八日の中央薬事審議会常任部会で了承された。今後，これらを
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薬事法に基づく省令，基準，通知等に位置づける作業が予定されている。 

 

２ 指針，原則等の共通点 

 前節で紹介した指針等に概ね共通してみられる点をまとめると，①外部者・非科学者の

関与する倫理審査委員会による審査を受け，その承認を得ること，②被験者や試料，受精

卵，細胞・組織等の提供者からインフォームド・コンセントを受けること，③個人情報の

保護を図ること，が求められていることがあげられる。それぞれについての例を，ヒトゲ

ノム研究基本原則から引くと，①「ヒトゲノム研究にあたっては，その研究計画について，

独立で学際的かつ多元的な倫理委員会による事前の審査を経なければならない 」（基本原

則二十三１），②「ヒトゲノム研究を行うにあたって提供者から研究試料の提供を受ける

場合は，提供者に対して事前に十分な説明を行った上で，提供者から自由意思に基づく同

意（インフォームド・コンセント）が与えられていなければならない」（同五１），③「研

究機関および研究者は，提供者の個人情報，提供者と提供研究試料を結ぶ個人識別情報お

よび研究の結果明らかになる個人の遺伝情報を厳重に管理し，これらの情報を最大限の注

意をもって保護しなければならない」（同十一２）となる。 

 また，ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する指針等においては，遺伝子研究の結果とし

て得られた遺伝情報を，本人及び血縁者に知らせる権限・義務に関する規定がおかれてい

る。 

 

３ インフォームド・コンセントの要件と既存資料 

(1) 概説 

 インフォームド・コンセントは，その要素として，医師・研究者等の説明と患者・被験

者・試料提供者等の同意を含んでいる。インフォームド・コンセントの背後にある理念，

あるいはそれが果たすべき機能としては，なによりも，患者・被験者・試料提供者等の身

体の尊厳を守り，自己決定権を擁護することがあげられる。また，医療の場面においては，

それらに次いで，患者等の視点から捉えた生命・健康の維持・回復の確保ということを，

インフォームド・コンセントの理念・機能として掲げることができる。 

 インフォームド・コンセントの要件が，研究など医療以外の場面に適用される場合には，

被験者・試料提供者に対する説明において，同意しない場合であっても不利益を被ること

がないことや，一旦同意が与えられた後であっても後にそれを撤回することが可能である
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ことが説明されることが多い。 

 インフォームド・コンセントの法的効果としては，それを受けることによって，医師・

研究者等は，患者・被験者・提供された試料等に対して，医療行為，試料等の採取，ある

いは研究などを行う権限・許可（authority）を与えられることが第一のものとしてあげら

れる。その結果，患者・被験者・試料提供者等は，医療行為，試料等の採取，あるいは研

究などの実施に過失がない限り，当該行為の結果についての責任は自らが負うことになる

（結果についての危険の引き受け）。他方，インフォームド・コンセントを欠く医療行為，

試料等の採取，研究の実施などは過失なく行われた場合であっても違法である。 

 研究の場合や医薬品・医療用具の原料としての細胞・組織の提供の場合については，医

療の場合と異なって，本人に対する利益性がない／小さいという事情があるため，医療の

場合よりもインフォームド・コンセントを得る必要性が強い。また，研究や細胞・組織の

提供の場合は，医療の場合に比して，同意の対象の点においても，それに関わる意思決定

自体の点においても，プロセスというよりもイベントという色彩が濃い。その点において，

個々の行為に対する一回限りの，あるいは限定された時間的枠内での説明と同意という性

格を捨象することが難しい法的要件としてのインフォームド・コンセントになじみやすい。

さらにいうと，研究等の場合においては，同意の対象が医療に比べて均一であるというこ

とを掲げることができる。これらの点で，研究等の場合においては，インフォームド・コ

ンセントの要件の遵守がより強く求められるとともに，医療の場合よりも，インフォーム

ド・コンセントの法的要件が適用しやすい状況が多いということを指摘できる。 

 

(2) 既存資料の研究利用 

 医学研究の場合に難しい問題を提起するものとして，既存資料がある。既存資料という

のは，研究が立案される以前に既に存在する資料をいい，研究者はそれを二次利用するこ

とによって，新たに資料を収集することなく研究を行うことができる。その例としては，

診療のための検査用に採取された血液などの検体の残余，手術で切除された病変部位，診

療目的で作成されたカルテなどのデータ，などをあげることができる。 

 これらの資料は，ほとんどの場合，研究に利用されることについてインフォームド・コ

ンセントが得られていない。したがって，本来であれば，研究への利用のためには，改め

て，その資料の由来する者から同意を得ることが求められる。しかし，資料が得られて後

長期間経過していること，資料の由来する者が多数に上ること，改めて同意を得ることが，
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資料の由来する者にとっても煩瑣であり，負担であることが少なくないこと，などの理由

をあげて，新たに同意を得ることなく研究利用を可能にする道が探られてきた。 

 この問題は，遺伝子解析研究の場合により深刻なものとなる。なぜなら，既存資料につ

いて，かりに研究利用の同意が得られていたとしても，その研究の内容として，遺伝子解

析まで明示されて同意が得られたといえる場合は例外的にしか存在しないからである。以

下において，上に紹介した指針等において，この問題がどう扱われているのかを管見する。 

 ミレニアム指針（５－３）においては，指針作成以前に収集され，保存されている試料

で，収集時に研究に用いることの同意が得られていないものの遺伝子解析研究への利用つ

いて，以下のように規定している。 

 原則として，既に集められている試料等の本人または代諾者が遺伝子解析研究に用いることの同意

を与えなければ，遺伝子解析研究に利用してはならない。  

 ただし，次の要件のいずれかが満たされる場合には，生殖細胞系列遺伝子解析研究を含む遺伝子解

析研究に利用できる。 

(1) 連結不可能匿名化されている場合。 

(2) 連結可能匿名化された場合においては，次の全ての要件を満していることが倫理審査委員会で

確認された場合。  

① 遺伝子解析研究により既提供の試料等の提供者およびその家族等に危険や不利益が及ぶ可能

性が極めて小さいこと。 

② その試料等を遺伝子解析研究に用いることが，社会の利益に大きく貢献する研究であること。  

③ 他の方法では実際上，遺伝子解析研究の実施が不可能であること。  

④ 遺伝子解析研究の実施状況について情報の公開を図り，併せて既提供の試料等の提供者に問

い合わせおよび試料等の研究利用の拒否の機会を保障するための措置が講じられていること。 

 ヒトゲノム研究基本原則九は，同じく，原則作成以前に収集され，保存されている試料

で，収集時に遺伝子解析研究に用いることの同意が得られていないものの遺伝子解析研究

への利用について，以下のように規定している。 

１．既に提供されている試料で，提供されたときに同意が与えられていなかったものは，新たに同意

を得た場合に限り，使用することができる。 

２．既に提供されている試料で，提供されたときに同意が与えられていたものは，その同意の範囲内

に限り使用することができる。  

３．前２項にかかわらず，提供者が同意を与えていないままでまたは提供者の同意の範囲を超えて，
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既提供試料を用いて研究を行う必要がある場合には，倫理委員会の審査を経なければ既提供試料は

使用することができない。倫理委員会は，試料の匿名化，提供者との連結可能性，試料の性質，研

究計画と内容，提供者等に与える影響，個人情報保護の体制等を考慮して，新たな同意の要否を含

め，具体的な使用条件を定めなければならない。 [４以下は省略］ 

 ミレニアム指針や基本原則では，指針や原則の作成以前に収集され，保存されている試

料に限って，改めて試料提供者から同意を得ることなしに遺伝子解析研究を行うことを認

める特則が置かれた。この点について，そのように例外的にインフォームド・コンセント

なしの研究利用を容認することは妥当か，あるいは，より広く，指針や原則の作成後に採

取される試料についても例外的取扱いを認めるべきか，という問題が提起される。 

 四省庁（三省）共通のヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針Ⅳ.11(1)及び(4)

では，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施前に提供され，保存されている試料等」で，

研究利用に対する同意が得られていないものについては，「原則として，・・・新たに同意

を得ない限りヒトゲノム・遺伝子解析研究に利用してはならない」と定められているが，

他方，細則において，下記の取扱いが認められている。 

［指針施行前に提供された試料等の場合］ 

 ……以下のいずれかの要件を満たす場合として，倫理審査委員会がその利用を承認し，研究実施機

関の長により許可された場合に限り，ヒトゲノム・遺伝子解析研究に利用することができる。 

１） 連結不可能匿名化されていることにより，試料等の提供者等に危険や不利益が及ぶ可能性が

ない場合 

２） 連結可能匿名化されており，かつ，次のすべての要件を満たしている場合 

ａ ヒトゲノム・遺伝子解析研究により試料等の提供者等に危険や不利益が及ぶ可能性が極めて

少ないこと 

ｂ その試料等を用いたヒトゲノム・遺伝子解析研究が、社会の利益に大きく貢献する研究であ

ること 

ｃ 他の方法では実際上、ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施が不可能であること 

ｄ ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施状況について情報の公開を図り、併せて試料等の提供者

等に問い合わせ及び試料等の研究への利用を拒否する機会を保障するための措置が講じられて

いること 

［指針施行後に提供された試料等の場合］ 

 ［上掲の細則に記載された要件に加えて，］特に連結可能匿名化の上で実施される研究については，
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症例数が限られており，かつ，緊急に研究を実施する必要がある場合など，倫理審査委員会が真にや

むを得ないとその利用を承認し，研究実施機関の長により許可された場合に限り，ヒトゲノム・遺伝

子解析研究に利用することができる。 

 また，同意の問題をクリアしておくために，試料・データの研究目的での利用について，

予め包括的同意を得ておくという方法，例えば，診療の申込書の中で，(1)診療用に採取

された検体，(2)切除された病変部位，(3)作成された医療記録，などの研究利用について，

事前に包括的に同意を得ておく方法が提案されている。 

 インフォームド・コンセントの要件は，本来，個々の医療行為や研究活動について，そ

れらに伴う具体的な危険・利益を踏まえた上での意思決定を保障しようとするものである。 

 他方，インフォームド・コンセントの要件が免除される場合として，個別的な説明・同

意なしに医療行為が実施されることを承認する意思，いいかえると個別的にインフォーム

ド・コンセントを得るという（医療者・医療機関の）義務を免除する意思を患者が表示す

る場合が認められてきた。同じようなインフォームド・コンセントの要件の免除が，試料

やデータの研究利用についても認めることができるかもしれない。また，不利益がなけれ

ばという条件で，あらゆる研究利用を認める，ということが患者等の真意である場合もあ

るだろう。 

 しかし，さらに翻って考えると，個別的なインフォームド・コンセントの要件充足を免

除するという患者や被験者等の意思表示について，それが有効である可能性を認めるとし

ても，その前提として，その要件の免除ないし包括的同意の対象について，患者や被験者

等がある程度明確なイメージを持っていることが必要であると思われる。しかし，現状を

前提とする限りは，研究の場合には，医療の場合と異なり，免除ないし包括的同意の対象

（資料について現実にどのような利用がなされるか）について，患者や被験者等が多少な

りとも具体的なイメージを得ることは，かなり難しいようにも思われる。 

 このようなことを考えあわせると，現状においては，上記のような方法で既存資料の研

究利用の問題を解決することは難しいと言わざるを得ない。半面，医学研究ないし遺伝子

解析研究の実情に関する広報活動が充実して，関心があれば，容易にその実情を把握する

ことができるようになれば，個人情報保護のための厳重な管理体制が確立されていること

を条件に，資料の研究利用についての包括的同意の有効性を認める余地が出てくるのでは

ないかとも考えられる。今後，この点について考究を深めたい。 
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４ 遺伝情報の開示 

(1) 本人に対する開示 

 研究によって判明した遺伝情報については，基本的に，「提供者は、研究の結果明らか

になった自己の遺伝情報を知る権利を有」（ヒトゲノム研究基本原則十三）するとともに，

「提供者は、研究の結果明らかになった自己の遺伝情報を知らないでいる権利を有する。

提供者の意思に反して、研究結果を提供者に知らせることは許されない」（同十四）。しか

し，遺伝子解析研究の場合には，研究の結果判明した遺伝情報が，本人や近親者の生命・

健康に対して重大な意味合いを持つ場合がありうる。そのような場合に，あらかじめ示さ

れた本人の希望が不開示であっても，開示が望ましいと思われることが考えられる。 

 そのような場合について，基本原則は十四の解説において，インフォームド・コンセン

トの手続において，事前に， 

研究の目的や内容から見てそのような場合が想定できるときは、説明者は、ゲノム解析研究の結果の

もつ意味、研究の目標としていた遺伝因子以外の他の遺伝因子も発見され解析される可能性、研究の

進展により診断的意義が評価される可能性、遺伝的素因をもつ疾病や薬剤副作用予測の意味、その予

防、診断や治療の可能性、血縁者が同一疾患等に罹患している可能性、遺伝カウンセリング等の社会

的・心理的支援体制等、当該研究および関連する疾病や薬剤副作用等に関して可能な限りの説明を行

うべきである。その上で、その時点で予防・治療可能と認められる疾病等の場合には研究結果とそこ

から得られるその疾患等についての判断を知ることが、提供者本人の健康にとって重要であることに

理解を求めるべきである。このような場合には、提供者本人が、研究結果を知ることの重要性を理解

して、研究の結果明らかになった遺伝情報とそれに関する疾患等についての判断を知ることを希望に

より選択できるよう、説明に努めるべきである。ただし、その説明が強制的なものとならないよう十

分に留意しなければならない。 

 このような説明を通じて、提供者が研究結果と疾患等についての判断を知ることを望んだ場合にの

み、これを提供者に伝えることができる。さらに、このような説明にもかかわらず、提供者がなお知

らないでいたいという意思を表明している場合には、提供者に研究結果を知らせてはならない。 

と述べ，また事後的に，遺伝情報の重要性が明らかになった場合について， 

研究の結果、目標としていた遺伝因子の診断的意義が評価されるようになった場合や、目標以外の遺

伝因子の存在や機能が判明して診断に結びつく場合など、提供にあたってインフォームド・コンセン

ト手続が取られた時点では明らかでなかった、提供者の健康に重要な影響をもつ要素が現れたときに

は、提供者にそれを説明する必要がある場合が考えられる。研究結果がこのような場合に該当するか
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否か、また該当する場合にはいかなる方法で提供者に説明するかの手続については、倫理委員会の審

査を経なければならない。倫理委員会がこうした研究から得られた新たな要素の説明と開示を必要と

認めた場合、このような新しい要素を含んだ研究結果を説明した後に、研究の結果得られた自分に関

連する新しい要素を含んだ遺伝情報やそれに基づく疾患等に関する判断を知ることを望む提供者に対

しては、その結果を伝えなければならない。またそうした研究結果を知ることを望まない提供者には、

これを伝えてはならない。 

と述べている。また，既述の通り，これらの解説は，ミレニアム指針及び省庁共通の倫理

指針にもその内容が組み入れられたものである。 

 本人の「知りたくない」という希望は，一旦知らされれば，それを満たすすべがなくな

るものであるので，慎重な配慮を講じる必要がある。また，診療でなく研究の場面におい

て，危険の回避が可能な場合が多数起こり得るか，の点についても確認が必要であろう。

それらを踏まえた上で，上述の（欧米でもあまり例がないと思われる）叙述について，本

人の生命・健康と本人の希望とのバランスを図り，その上で，本人の真意の確認を実現さ

せようとしたものであると考えるか，本人の意思をその生命・健康に劣後されたものと考

えるかの点については，意見が分かれる。 

(2) 血縁者に対する開示 

 血縁者に対する開示について，基本原則は，本人が血縁者に対する開示に同意しない場

合であっても， 

研究の結果明らかになった遺伝情報に関して、疾病に関する遺伝的要因であるかまたはその可能性が

あるとの判断に結びつく場合、当該疾患の予防または治療が可能と認められるときは、倫理委員会の

審査を経て、その判断は血縁者に伝えられることができる。 

と規定し，遺伝情報自体は伝えないという条件で，血縁者に対して警告を与える道を認め

ている。このような規定は，欧米でも散見されるものであり，問題はあまりないと思われ

る。むしろ，現実に問題になるのは，血縁者に「開示できるかどうか」よりも，「開示し

なければならないかどうか」の点であり，この点については，次節で紹介するアメリカの

判決が，研究ではなく診療に関わるものであるが，一つの切口を示すものといえる。しか

し，それらの事件における結末が明らかでないこともあり，血縁者に対する開示義務の問

題は，今後も検討が続けられる必要がある。 

 

５ 【付録】遺伝子検査における守秘義務と第三者警告義務――合衆国の 2 判決を中
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心に 

(1) 原則 

(a) 医療情報の守秘 

 刑法 134条は「医師，薬剤師，医薬品販売業者，助産婦……又はこれらの職にあった者

が，正当な理由がないのに，その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏ら

したときは，六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」と規定して，医師などそこ

に列挙された者に守秘の義務を課している。また，民法上も，医療従事者が違法に患者の

秘密を漏泄する場合には，不法行為による損害賠償責任が課される。 

 医療従事者の守秘義務の実質的根拠としては，医療の目的を達成するためには，医療従

事者は患者の内密の事情をも把握する必要があり，守秘の保障があってはじめて患者は医

療従事者にそのような内密の情報を打ち明けることができ，また，医療目的でなされる診

断や検査についても，同様にその結果の守秘が保障されてはじめて，患者は安心して診断

や検査を受けることができるということが挙げられる。この義務の背後にあるのは，医療

に関係する情報には，それが他者に開示されると本人に対する不利益を招くものや，そう

でなくても，本人が開示を望まない一身上のものが少なくないという事情である。さらに，

最近では，プライバシーに対する社会的認識の高まりに伴って，医療における守秘義務の

意義が，患者の人格尊重の点からも強調されるようになってきている。 

(b) 遺伝情報の場合 

 遺伝情報の中には，本人や子孫の疾病の発症可能性を（程度の違いはあっても）確実性

をもって予測することを可能にするものがあり，その開示が及ぼす影響は大きい。とくに

問題が重大なものとして，雇用者に開示された場合の差別や解雇，保険会社に開示された

場合の契約拒否や保険料引き上げなどの不利益の恐れが指摘されている。このような不利

益の可能性があるので，第三者に対する遺伝情報の開示は，本人の明確な書面による承諾

がない限りなされてはならない。 

(2) 保因者であることが疑われる第三者に対して告知をする権限・義務 

(a) 問題点といくつかの対応案 

 難しい問題を提起するのが，遺伝子検査の結果，被検者に具体的な遺伝子変異があるこ

とが判明するとともに，他の親族も同じ遺伝子変異を有している疑いが持たれ，その者や

その子孫の発症を回避するために，被検者の遺伝情報の開示が必要になる場合である。こ

の問題は，一般的にいうと，被検者以外の第三者に対する危険が認識される場合に，その
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危険が現実化することを回避するために，被検者がその受検や検査結果の開示を承諾しな

い場合にも，当該第三者に対して開示することが認められるか，という問題である。 

 危険の重大性などの点で違いが有り得る（だから，直接の参考にはならないかもしれな

い）が，当事者間の関係において類似の状況が現れるのが，エイズ・ウイルスの抗体検査

の結果，陽性であることが判明した者について，その配偶者，性的接触の相手，（麻薬使

用のための）注射針の共用者に対して，検査結果を開示することの可否が問題になる場合

である。この問題について，アメリカの多くの州の法律では，感染の危険を警告すること

が認められている。そのような規定においては，重大な感染の危険があること，開示がな

される前に，まず，陽性の結果が出た本人に自ら開示するよう求めたり，開示に対する自

発的承諾を求めたりすることがなされたが不首尾に終ったこと，感染者の名前は伏される

べきこと，開示されるときには，適切な対応，治療，カウンセリングが得られるように案

内・紹介がなされるべきこと，などが定められていることが多い。 

 合衆国大統領委員会（医療及び生物医学・行動学的研究における倫理的諸問題研究のた

めの大統領委員会）が 1983 年に出した報告書“Screening and Counseling for Genetic 

Conditions”は，遺伝子変異を有していることが疑われる者に対する開示が認められる条

件として，①被検者から開示に対する承諾を得るために相当の努力が尽くされたが成功し

なかったこと，②情報が開示されなければ不利益が発生することと開示される情報が不利

益の回避に現実に役立つことの双方について高い可能性があること，③特定の個人が受け

る不利益が重大なものであること，④当該病気の診断・治療に必要な遺伝情報だけが開示

されるよう適切な措置が講じられること，の四つを掲げている。また，同報告書は，この

ような問題に対して事前に対処するために，遺伝学的検査を行う前に，仮に被検者に遺伝

子変異があることが判明した場合に，同じ遺伝子変異があることが疑われる他の親族に開

示することの有益さを説明して，それに対する承諾を検査前に得ておく（それに対する承

諾が得られない場合には遺伝学的検査を行わない）という方法を提案している。 

 Annas, Glantz & Roche, The Genetic Privacy Act and Commentary (1995) に添えられた 

"Genetic Information and the Duty to Warn" では，第三者に対する開示に関してより厳格な

態度が取られており，個人の遺伝情報は当該個人の同意なくして開示されてはならないと

いう原則が貫かれるべきであるとしている。そして，医師等が，患者・被検者の遺伝診断

から判明した，第三者が遺伝的疾患の危険を有しているという事実を，当該第三者に警告

する必要があると考える場合には，警告すること自体は許されるが，その際に，当該第三
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者に当初の患者・被検者の情報を明らかにすることは認められない，とする。 

(b) 合衆国における二つの判決 

(i) Pate v. Threlkel, 661 So. 2d 278 (Fla. 1995). 

 原告は次のように主張した。1987 年 3 月，被告外科医師は，原告の母親の甲状腺髄様

癌（20％が遺伝性で，その場合常染色体優生遺伝形式をとる）の手術をした。被告は心臓

血管外科医として，母親の子が遺伝的にこの疾患を受け継ぐ可能性を知っていた／知るべ

きであった。したがって，被告は，母に対して，その子に甲状腺髄様癌の検査を受けさせ

る重要性について知らせる義務を負っていた。母は，そのような警告を受ければ，その時

に子に検査を受けさせていた。その子である原告が 1987 年に検査を受けていれば，重篤

な甲状腺髄様癌を発症する以前に予防措置をとり得た可能性が高い。しかるに，被告の過

失のために，原告は，進行性の甲状腺髄様癌を患っていたにもかかわらず 1990 年まで発

見できず，発見後，手術を受けざるを得なかった。原告はこのように主張して，被告の過

失による苦痛や生命の短縮などに対する損害賠償を求めて訴訟を提起した。 

 フロリダ州第一審裁判所は，原告は被告の患者の子であり，被告の患者ではなかったし，

また，本事案はそのような関係しかない者に対して義務が課されるような例外的状況でも

なかったという理由を掲げ，被告の原告に対する義務の存在を否定して，訴えを却下した。 

 第二審裁判所も，原告と被告の間に直接の契約関係（privity）がなく，したがって義務

違反もなかったとして，原判決を肯認した。しかし，同時に，最高裁に対して「医師は，

医師が治療に当っている疾患が遺伝的に受け継がれるものであることを患者に警告する注

意義務を，患者の子に対して負っているか」という質問を照会する手続を取った。 

 この照会を受けたフロリダ州最高裁は，肯定の回答を示した。 

 まず，最高裁は，「医師の一般的な注意水準に従うと，医療従事者は，患者に対して，

その子に甲状腺髄様癌の検査を受けさせる重要性について警告する義務を負っていた」と

いう原告の主張を真実と仮定して議論を展開するが，その仮定自体は差戻審で医師の専門

家証言によって証明されなければならないということを確認した。 

 つぎに，最高裁は，本事案で仮定された義務は，明白に特定の第三者の利益のためのも

のであり，医師はその第三者の存在を知っているのであるから，医師の義務は当該第三者

に対するものといえ，したがって，契約関係の欠如は原告の訴えを退けるものではない，

とした。 

 義務の内容について，最高裁は，医師の警告義務が認められたとしても，それは，患者
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の子に対して病気の警告をすることを医師に義務づけるものではないとして，次のように

述べた。「大部分の場合において，医師は，患者の許可があるときを除いて，他者に患者

の症状を開示することを禁じられている。さらに，通常は，患者がその警告を伝えること

を期待することができる。医師に対して，患者の家族の種々の構成員を探し出して警告を

与えるよう義務づけることは，困難または非現実的であることが多く，また，医師に過大

な負担を課すことになる。したがって，当裁判所は，医師が遺伝性疾患について警告義務

を負う状況のすべてにおいて，その義務は患者に警告することによって充足されることに

なる，ということを強調する。」 

 破棄差戻。 

(ii)  Safer v. Estate of Pack, 291 N. J. Super. 619, 677 A.2d 1188 (1996). 

 1956 年 11 月，外科医師 Pack は原告の父に対して，多発性大腸ポリポーシス（常染色

体優性遺伝病）の治療として，結腸全摘および回腸Ｓ状結腸吻合術を行った。退院記録の

中には，大腸ポリープ中の腺癌の存在の病理報告所見が記されていた。原告の父は 1961

年 10 月，1963 年 12 月にも入院し，Pack 医師の治療を受けた。1963 年の入院時には結腸

癌が肝臓に転移していた。原告の父は 1964年 1月 3日に 45歳で死亡した。父親の死亡時，

原告は 10歳，その姉は 17才であった。 

 1990 年 2 月，36 歳で新婚の原告は下腹部の痛みを感じ，検査を受けたところ，結腸の

癌性閉鎖と多発性ポリポーシスが判明した。同年 3月，原告は結腸全摘および回腸直腸吻

合術を受けた。さらに，転移性腺癌等が発見されたため，原告の右卵巣も摘除された。原

告は同年 4月から翌年半ばまで，化学療法を受けた。 

 1991 年 9 月，原告は父の医療記録を入手し，父が多発性ポリポーシスに罹患していた

ことを知った。1992 年 3 月，原告は，Pack 医師が原告の健康に対する危険を警告をする

ことを怠った点で注意義務違反があったと主張して，損害賠償請求訴訟を提起した。なお，

Pack 医師は 1969 年に死亡しており，原告は Pack 医師の遺産を被告として本訴を提起し

ている。 

 原告は，多発性ポリポーシスは遺伝性疾患であって，発見・治療されなければ，かなら

ず転移性の大腸癌になるもので，この疾患の遺伝性は，Pack 医師が原告の父を治療して

いたときに分かっており，当時一般的だった医療水準によると，医師は，本疾患の致命的

結末を回避するため，早期の検査，観察，発見，治療を受けることができるように，危険

に曝されている者に警告することが義務づけられていた，と主張した。なお，原告の母の
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証言によると，Pack 医師にその疾患が子どもに影響するものか否かを尋ねたとき，心配

ない，と言われたということであった。 

 ニュー・ジャージー州第一審裁判所は，医師は，患者の子に対して，遺伝的危険の警告

を与える法的義務を負うものではない，と判示して，原告敗訴の略式判決を下した。 

 原告からの上訴を受けた第二審裁判所は，第一審判決を破棄して事件を原審に差戻す判

決を下した。 

 第二審裁判所は，［本事件が被告勝訴の略式判決からの上訴であることから，］Pate v. 

Threlkel 事件フロリダ州最高裁判決と同様に，Pack 医師が原告の父を治療したときの一般

的な注意水準によると，医師は，判明している遺伝的危険を警告することが義務づけられ

ていた，という医師専門家の証言に基づく原告の主張を真実とみなして判断を下すという

ことを，はじめに断っている。 

 そして，裁判所は，法的義務の存否は法律上の問題であると述べた上で，以下のように

議論を展開した。 

 遺伝疾患の危険に曝されていると判明している者に警告を与える医師の義務を認めるこ

とに法的障害はない。とくに予見可能性の点において，本事案において問題になっている

遺伝による危険と，［すでに法的に警告義務が認められている］感染や物理的暴力の危険

との間に本質的な差異はない。［両者とも］危険に曝されている者は容易に特定され，実

質的な将来の危害が適時の有効な警告によって回避または極小化できるのである。この警

告義務は，患者のみにではなく，その義務の違反によって利益を侵害されうる患者の直近

の家族に対しても負われているものと考えるのが適切である。しかし，原告の父の病気に

関する医師患者間のやりとりについての証拠が十分出されていない本事件の現段階におい

ては，この義務の履行のあり方について，被害を受ける可能性の高い者に情報を伝えるこ

とか，またはその者の利益のために情報が利用できるようにすることか，そのいずれかを

実現するための合理的措置を講じることが求められるということ以上に，細目にわたる決

定を下す必要はない。もっとも，当裁判所は，Pate v. Threlkel事件のフロリダ州最高裁の

ように，あらゆる状況において，患者への情報伝達によって警告義務が満たされるものと

は考えない。今後，医師のより広い警告義務と，病気の詳細について家族に何も言わない

ように，という患者の要望の尊重との間の対立を解決することが必要になる段階を迎える

かもしれない。しかし，現時点では，本事案において，そのような対立が存在したことが

証明される可能性の有無や，そのような対立があるとして，その具体的内容について，
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我々は知りえない。事件の現段階では，そのような対立が存在しなかったと証明される可

能性や，この問題についての唯一の証拠は子どもに危険があるということを何等知らされ

なかった，という原告の母の証言であるということになる可能性も小さくない。また，原

告が幼児期に直腸の検査を受けていたという証拠が存在する可能性もある。本事件が含む

問題としては，Pack 医師が患者から，病気の詳細や遺伝的危険に関して開示しないよう

にとの指示を受けていた場合に，そして，とくに患者は死亡したが，危害のおそれは患者

の死後も存続するような場合に，医師患者間の守秘に対する何らかの制限が加えられるべ

きなのか，というようなものなどがあるが，その検討は，十分な証拠が提出された後にな

されるべきである。 

 以上のように述べた本判決は，医師の警告義務を肯定し，かつその義務の履行態様とし

て，患者の家族に対する直接的警告がありうることを示唆した。しかし，そのような場合

の警告義務が医師の守秘義務とどのような関係に立つのかについての具体的な解説は，事

件の事実関係が十分解明されていないことを理由に，提示されなかった。その点で，今後

の審理待ちという側面が小さくないのであるが，本判決が，遺伝疾患に関わる医師の警告

義務の問題に一歩踏み込んだ判断を示したという点はそれなりの評価に値するものと思わ

れる。 
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あとがき 

 本報告書は，本来，平成 12 年 3 月に提出されるべきところ，諸般の事情，とくに，平

成 11 年秋以降，遺伝子解析研究をはじめとする先端医療技術や生命科学に対して適用さ

れるガイドラインの作成が厚生省，科学技術会議などで急速に進められるようになったと

いう事情から 1年遅れて提出するものである。 

 ガイドラインについて具体的には，遺伝子解析研究に関わるものとして「遺伝子解析研

究に付随する倫理問題等に対応するための指針」（ミレニアム指針），「ヒトゲノム研究に

関する基本原則」，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」があるが，それにと

どまるものでないことは，本報告書の本文に書いたとおりである。さらには，一昨年秋以

降，住民健康診断等で得られた血液を無断で，あるいは適切な同意なしに遺伝子解析研究

に用いていた事例が報道され，加えて，対象者の同意を得ないで行われる地域ガン登録や

カルテ研究なども批判的に報道された。これらの報道を契機に，厚生省は，平成 12 年 3

月末，厚生科学審議会先端医療技術評価部会の下に「疫学的手法を用いた研究等における

個人情報の保護等の在り方に関する専門委員会」を設置し，疫学研究についての指針策定

に乗り出し，丸山も委員に加えられている。 

 本研究は，臨床研究の実施に際して遵守されるべきガイドラインの作成を最終目的の一

つとして掲げるものであったが，それは果たし得なかった。この面において充実した形で

積極的提言を行うことは今後の課題としたい。また，本研究は，比較法的研究を謳っては

いるが，本報告書に収めえたのは，アメリカの動きが中心になってしまった。他にも，イ

ギリス，カナダ，ＥＣなどの興味ある指針や報告書を入手し，かつ，検討に着手はしたが，

十分に研究を深めることができなかった。このことは情けなくもあるし，残念でもある。 

 なお，上掲の「疫学的手法を用いた研究等における個人情報の保護等の在り方に関する

専門委員会」に関しては，丸山は専門委員会で検討されるべき指針案たたき台を作成する

厚生科学特別研究の主任研究者となっており，また，疫学的手法を用いる研究は，広く定

義すると，医学研究の大部分がそこに含まれるものであるので，本報告書でも，それに触

れることが望ましいとも考えられるところである。しかし，この専門委員会の今後の見通

しについては，はなはだ不透明なところがあることなどの事情から，報告書の本文中では

触れず，このあとがきで言及するにとどめたい。 

 本研究は，臨床研究と法律・倫理との関係を考え，それなりのまとまった提言を出すこ

とを目標とするものであったが，実際にでき上がった報告書は，これらの研究の出発点と
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して，問題の見取り図を示したにすぎないものに終わってしまった。申しわけなくもあり，

また甚だ残念でもあるが，他方，より具体的・詳細な検討を精力的に行うための出発点が

得られたことは，（甘過ぎる評価であるとの非難は甘受するとして）本研究の成果として

掲げてもよいかと考えている。 

 最後に，本研究に賜った補助に厚くお礼申し上げて，むすびに代えたいと思う。 

丸山英二 


