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これは、２００７年度大阪市⽴大学法学部 専門演習「法哲学」に参加した学生の論⽂集です。
２００７年度の前期には、
「生命と法

事例研究」と題して、生命倫理が問題となる多様な事例を取り上げ、

全員で討論しました。後期から、ひとりひとりが自分でテーマを決めて、論⽂執筆を開始しました。
これまで学術論⽂を書いたことのない大学生にとって、４ヶ⽉で一つの論⽂を書き上げるのは、かなりの困
難が伴います。しかし、自分の署名⼊りで意⾒を述べるというそのプロセスは、執筆者の成⻑を促します。
そして、そのプロダクトがここにあります。
2008/03/24
瀧川裕英
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死ぬ権利

――生の終わりと法――
林

毅

第１節：はじめに
Ⅰ，『死ぬ権利を要求します(ヴァンサン・アーベルの事例)』（アンベール, 2004）1
2000 年 9 ⽉ 24 ⽇、ボランティア消防士になったばかりのヴァンサン・アンベール(19)は交通事故で九死に一生を得、
9 カ⽉の昏睡状態の後意識を取り戻す。しかし彼を待っていたのは四肢麻痺、記憶喪失、口もきけず盲目同然、胃ゾンデ
で栄養補給…という過酷な現実だった。意識と⾝体が⼆分され植物人間となったヴァンサンについて医師は「ミミズと思
えばいいでしょう」と⺟親を絶望の果てに追いやった。しかし医師は「彼は成人です、(生きるか死ぬかは)彼自⾝が決め
ることです…」と告げる。
「なんという欺瞞！僕の置かれた状態で何が決心？…どうして医師は患者、家族の代わりに(延命治療について)決定でき
るのか？僕の延命治療の目的は何なのか？」…“生きる屍”と化したヴァンサンの無声の叫び。
息子の事故の数カ⽉前に離婚した⺟親マリ・アンベール(47)はノルマンディーの療養所の前にある、患者の家族が泊
まれる宿舎に移り住み、朝晩家政婦として働きながら毎⽇病室に通う。病室の壁を絵葉書で飾り息子に語り、息子が好き
だった⾳楽を聞かせ、ついに彼の親指に⼊る⼒で意志疎通ができることを発⾒する。そこで⺟親はアルファベットを何度
も A から唱え、彼がストップをかけた⽂字を次々に書き取っていく。しかし、ヴァンサンの⾝体的回復の⾒込みはない
とし、医師は医療設備のない施設への移送を予告する。この知らせは彼にとって“2 度目の死”であった。以来、彼は死ぬ
ことしか⺟親と語らなくなる。
そこでヴァンサンが考えついたことは、刑罰の恩赦を下すことのできる大統領に『死ぬ権利を要求する』⼿紙を書くこ
とだった。「僕は⽉を求めているのではなく、単に死ぬ権利を求めているのです。動物でさえこんなふうには苦しませな
いでしょう。人間はなぜ？」。シラク大統領に宛てた⼿紙が地⽅紙に発表され初めて大統領からの感極まる自筆の⼿紙が
届く。「あなたの希望に応じる権利は大統領にはないのです」と答えながらも、大統領はどうにかして⺟子の苦しみを和
らげようと病室に直接電話をかけ、⺟親をエリゼ宮に招くがヴァンサンの叫びに⽗親として耳を傾けてくれるだけで状況
が一変することはなかった。ヴァンサンには安楽死が認められているベルギーかオランダに⾏くという案も残されていた
が、⼿続きが複雑であり困難であった。
残るのは第 3 案。
「僕を愛しているのならママがやってほしい、ぼくへの最⾼の贈りものとして」と、⺟親としてはと
うてい不可能な⾏為(安楽死)を要求し、⺟親もそれを約束する。
「2003 年、ヴァンサンが 3 年前に死ぬはずだった⽇(9 ⽉ 24 ⽇)に⺟親は胃ゾンデにバルビツール酸を投⼊、⺟親は
その場で“殺人”の疑いで警察に連⾏されたが翌⽇精神科に送られた。26 ⽇、医師達は昏睡状態のヴァンサンの人工呼吸
器を外し、彼は死んだのだった。その後、⺟親と医師は殺人とみなされる安楽死をもたらした容疑で裁判にかけられた。

1

参考⽂献より要約

(懲役 5〜20 年の刑が下されかねない状況だった…)」 1。

Ⅱ，問題提起
フランスでは、尊厳死や自殺を援助することの合法化を避け、刑法には触れずに医療法の⾯で、医師は「患者の意思を
尊重」（患者は昏睡状態に陥る前の 3 年以内に意思表⽰できる。植物状態の患者や未成年者の場合は家族または後⾒人、
治療スタッフが指⽰）し、患者は執拗な延命治療を拒否できる。そして暗黙の同意ではなく、医師は患者の意思をカルテ
に明記することが要求されている。また末期患者の指⽰に従い、集中治療と栄養補給を停⽌し、モルヒネなどによる対症
療法に切り替えることができる。このように、患者または家族に、鎮痛剤により死を招く可能性への合意を得て、安らか
な死に導くべきとしている。
今回の事例では、四肢麻痺患者ヴァンサンは、若くて意識もはっきりしており、人工的栄養補給で生き続けられたので
末期患者とはみなされない。したがって、⺟親と担当医の⾏為は自殺の⼿助けととられたわけである。しかし、2006 年
2 ⽉ 27 ⽇、裁判所は医師と患者の⺟親の両⽅に無罪を⾔い渡し、この事件によりフランスにおける安楽死に関する法的
また道徳的なジレンマが浮き彫りとなった。
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ヴァンサンのように自殺すら自⼒ですることの出来ない植物状態の患者が延命治療等の医療⾏為によってかえって苦
しめられている場合、それらの患者にとって安らかな死、そして尊厳ある死とは一体何なのだろうか？私達の持つ『死ぬ
権利』について、本稿ではこのような事例が⽇本で起こった場合どのような判断が下されるのか、今後の安楽死のあり⽅
について考えていく。

第 2 節：日本の安楽死
Ⅰ，定義
人間の死に⽅を表す“安楽死”という⾔葉。そもそも安楽死という語の理解について、厳密な意味での共通理解は国内外
何れにおいても存在せず、一般的には、
「死期が差し迫っている患者の耐えがたい苦痛を緩和ないし除去して、安らかな
死を迎えさせる措置のこと」と解されている。(中⼭ 2000: 51)
1995 年 3 ⽉の横浜地⽅裁判所の判決(通称、東海大学安楽死事件)では、安楽死を次に挙げる 3 つに分類している。

・消極的安楽死：苦しむのを⻑引かせない為、延命治療を中⽌して死期を早めること。
・間接的安楽死：苦痛を除去・緩和する為の措置を取るが、それが同時に死を早めること。
・積極的安楽死：苦痛から免れさせる為、意図的積極的に死を招く措置を取ること。
(「特集

安楽死－東海大学事件をめぐって」『ジュリスト』No,1072.1995.7.15.P,81〜115)

本稿では、安楽死を「回復不能な末期の患者、または受容不可能な⾁体的ないし精神的な苦痛を抱く人に対し、周囲の
者が人為的に死に至らしめること」と広義しておくことにする。「末期である(死期が切迫している)」「不治である(回復
の⾒込みがない)」
「耐え難い⾁体的苦痛がある」
「病人である」
「本人の意思による」といった事項は安楽死の「定義」に
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『パリの⽇本語新聞 http://www.ilyfunet.com/ovni/2003/531/apropo.php』より一部抜粋
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AFP BB News

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2030271/356845
4

含まれる要件というよりも、むしろ法的ないし倫理的に正当化可能かどうかの評価基準、あるいは分類上の尺度と⾒なす
のが適当であると思われる(なお、自発的積極的安楽死および医師介助自殺を実質的に合法化しているオランダにおいて
は、これらの事項のうち「末期である」ことは必須条件ではない＝精神的苦痛のみでも安楽死容認)1。

※一般に⾏われている分類に従って安楽死の法的考察を⾏ってみると以下のようになる。
①純粋な安楽死
⾁体の苦痛を適宜とっていっても死期が早まらない場合、これは治療⾏為そのものであり、本人の希望がある
限り特に問題はなく、適法といえる。この段階での苦痛緩和・除去は、むしろ医師の義務である。
②消極的安楽死
積極的延命治療を差し控えることにより死期が早まるわけだが、本人の延命拒否の医師を尊重することにより
法的に正当化出来るというのが法学界の一般的な理解。もちろん、その場合でも、患者にその内容(拒否した
場合の効果)を十分に説明して、インフォームド・コンセントを確保しておく必要がある。このことを前提と
する以上、本人の意思に反した延命の強制は出来ないと⾔える。
③間接的安楽死
モルヒネ等の鎮痛薬の継続的投与による苦痛緩和・除去の付随的効果として死期が早まる場合を間接的安楽死
と⾔うわけだが、薬剤の投与によって結果的に死期が早まるために法的に(特に刑法上)問題となる。なお、治
療の延⻑線上にあることから、「治療型安楽死」と呼ばれることもある。この場合は、鎮痛薬の使用段階から
最終的に「最後の一服」で絶命する可能性があることを承知で投与するわけだから、本人の真摯な要求があれ
ば適法であることに異論はない。しかし、刑法理論上では正当化根拠について争いがある。正当業務⾏為であ
るとか、目的が正当であるとか、社会的相当⾏為であるという考えもあるが、インフォームド・コンセントが
確保されていることを前提にして、刑法 202 条(同意殺人罪)の違法性が一定程度減少し、残された違法性につ
いても、耐え難い⾁体的苦痛から解放されたいという緊急状態の存在、目前の患者への苦痛緩和・除去に向け
た治療⾏為としての対応を迫られているという緊急状態の存在、⽅法的にもそれまでなされてきた⼿段と質的
に変わらないものを提供することを考慮して、本人の希望により生命維持利益よりも苦痛除去利益を優先する
ことが出来るという理由から正当化を認めても良いと考える。
④積極的安楽死
殺害という⽅法によって患者の苦痛を除去する⾏為を指すわけだが、この積極的安楽死については法的評価が
分かれ、最も議論されてきた。
積極的安楽死を正当化する代表的な考えとして、自⼰決定権を強調する⾒解がある。そして、自⼰決定権を尊
重するのであれば、間接的安楽死との差異を設けるべきではないという論理も成⽴しうる。しかし、刑法 202
条が同意殺人、つまり本人が死にたいと⾔って殺してもなお殺人だとしているのは、個としての存在のみなら
ず社会的存在でもある人間の生命の重さを⽰していると⾔えるのではないだろうか？また、憲法上、「生きる

1

2002 年に施⾏されたオランダの「要請による生命終結及び自殺幇助の審査⼿続き並びに刑法典及び埋葬・火葬法の改

正に関する法律」第 2 条 1 項では、安楽死について以下の６つの要件を規定している。詳細は、後述。 (略称について
は同法 24 条に規定があるが、ここでは通称である“安楽死法”を用いる)
5

権利」は存在しても、「殺害されることを請求する権利」は存在しない。自⼰決定権は重要だが、万能ではな
い…。
では、積極的安楽死は常に犯罪になるのか？
今回の事例のように例外的ながら責任を問わないという場合がありうるのではないかと考える。その点に関し
ては第 4 節で考察する。
⑤医師による自殺幇助
米オレゴン州では、1994 年 11 ⽉に、住⺠投票により、末期病状の成人が自⼰の生命を終結させる明⽰的目
的のために致命的な薬剤投与のための医師の処⽅箋を得ることを全米で初めて認める「尊厳死法」が成⽴した。
この法律により、末期患者に対する医師の自殺幇助が事実上合法化されることになった。1
しかし、自殺関与罪(刑法 202 条)のある⽇本で、これを正当化する程の根拠を⾒出すことは、仮に自⼰決定権
を持ち出しても困難だろう。

Ⅱ，日本の現状(裁判例にみる安楽死問題)
安楽死の今後について考える前に、これまで⽇本で争われた安楽死に関する裁判について、判例を検証してみよう。中
には安楽死の域を越えるものもある。また、近親者が⾏為者である場合が多いことにも留意しておきたい。

１、東京地判昭和 25 年 4 月 14 日 (裁判所時報 58 号 4 ㌻)
脳溢血で倒れ半⾝不随となった⺟親の願いを容れ、息子が⻘酸カリを飲ませて死亡させた。本件では、⺟親に激しい
⾁体的苦痛があったとは認められず、むしろ精神的苦痛の除去を望んでいたとの認定を受け、息子は有罪とされている
(懲役 1 年執⾏猶予 2 年)。

２、名古屋高判昭和 37 年 12 月 22 日 (⾼刑集 15 巻 9 号 674 ㌻)
脳溢血で倒れて全⾝不随となった⽗親が、衰弱して激痛を訴え、「早く死にたい」
、「殺してくれ」などと叫ぶので、
息子(親孝⾏者だったらしい)が⽗親の願いを容れて、⽜乳瓶に有機リン殺⾍剤を混⼊し、事情を知らない⺟親を介して
飲ませ死亡させた。本件で名古屋⾼裁は、安楽死の適法化要件として、
①病者が現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、しかもその死が目前に迫っていること
②病者の苦痛が甚だしく、何人も真にこれを⾒るに忍びない程度のものなること
③もっぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと
④病者の意識がなお明瞭であって意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託⼜は承諾のあること
⑤医師の⼿によることを本則とし、これにより得ない場合には医師によりえない(と)首肯するに足る特別な事情があ
ること
⑥その⽅法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものなること

1

1995 年 8 ⽉ 3 ⽇、オレゴン州連邦地⽅裁判所で違憲判決が下されたものの、第 9 重巡回区控訴裁判所は「事件が成熟

していない」という理由で 1997 年 2 ⽉ 27 ⽇、地裁判決を破棄。
詳細は、清⽔隆雄「オレゴン州『安楽死法』の⾏⽅」ジュリスト 1123 号(1997)91 ㌻
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以上の６要件を挙げ、本件では⑤⑥の要件を欠くとして有罪にした(懲役 1 年執⾏猶予 3 年)。
なお、⑥の要件については曖昧であるとの批判もある。

３、⿅児島地判昭和 50 年 10 月 1 日 (判例時報 808 号 112 ㌻)
⻑年肺結核や自律神経失調症ないし座骨神経痛などを患って療養中の妻から「これ以上苦しむのは嫌だから死なせて
くれ」などと執拗に哀願された夫が、妻の枕元にあったタオルを眠っている妻の頸部に巻いてこれを締め付け、付近に
あったビニール製物⼲しロープを用いて同部位を絞圧し、窒息死させた。本件では、妻の病は現代の医学上必ずしも不
治の病ではなく、その程度も死期が目前に迫っているという状況にあったのではなく、また、殺害の⽅法も医学的処置
ではなく絞頸の⽅法によった点が考慮され、社会的相当性を欠く⾏為として、実質的な全体の法秩序に照らしてみても、
違法性が阻却されるものではないとして、有罪となった(懲役 1 年執⾏猶予 2 年)。

４、神⼾地判昭和 50 年 10 月 29 日 (判例時報 808 号 113 ㌻)
⾼血圧症による脳内出血で倒れて左半⾝不随となった⺟親がやがて発作に苦しむようになり、息子に対し、
「もう⻑
生きできへんわ」等と死期を自覚しているかのような⾔葉をつぶやくようになったので、息子が「いっそのこと⺟親を
殺して楽にしてやろう」と決意し、電気コタツのコードを⺟親の頸部に巻きつけて窒息死させた。本件では、
①被害者が現代医学の⽔準から⾒て不治の病に冒されていたことは認められるものの、その死が目前に切迫している
ことが明白な状態にあったとは認め難く
②その苦痛の程度も、何人もこれを⾒るに忍びないような死にまさる程激しいものであったといえず
③被害者自⾝が被告人に殺してくれるように嘱託しあるいは積極的に死を希望したとは認められない
として、違法性阻却の可能性を否定し、有罪とした(懲役 3 年執⾏猶予 4 年)。

５、大阪地判昭和 52 年 11 月 30 日 (判例タイムズ 357 号 210 ㌻)
胃癌を患った妻が⼊院後に病状が悪化し、しだいに激痛を訴えるようになり、連⽇のように「助からないのだから早
く殺してくれ」と泣訴哀願し、自殺を図ったりしたことから、夫が妻を病苦から免れさせるため、刺⾝包丁で妻の左胸
部を 2 回突き刺して死亡させた。本件では、
①医師の資格のない者が⾏ったわけだが、医師の⼿によって出来ない特段の事情は無かったし、1
刃物による殺害⽅法は倫理的に妥当か疑問である2
②患者の⾝体的苦痛を除去するために妻の生命を奪ったのであるから、⽐較衡量(生命と⾝体的苦痛の除去)の前提と
なる保護法益(生命)が存在しなくなり、刑法 37 条 1 項(緊急避難)にいう、⾝体に対する現在の危機を避けるため
の⾏為とはいえない
③医師からも諭されているとおり、あと 1 週間の我慢であったと思われ、鎮痛、鎮静、催眠などの薬効がなかったわ
けではないので、違法⾏為の期待可能性があった
という理由で有罪が宣告された(懲役 1 年執⾏猶予 2 年)。1

1

判例２の第⑤要件参照

2

判例２の第⑥要件参照
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６、高知地判平成 2 年 9 月 17 日 (判例時報 1263 号 160 ㌻)
軟骨⾁腫の末期症状で激痛に悩む妻が、自宅の風呂場でカミソリ自殺を図ったが死にそこなった。そこで妻は夫に「カ
ミソリで首を切ってくれ」と依頼したが、上⼿くいかず、ついに妻の頸部を両⼿で強く締め付けて死亡させた。本件で
は、前記２の名古屋⾼裁６要件のうち⑤⑥が欠けるとして違法性阻却が否定され、また、
「被害者の『軟骨⾁腫の末期
症状』のような不治の疾病で著しい苦痛を伴うような場合には、医師により、例えばモルヒネなどの麻薬を使用するな
どして、その苦痛を緩和することも現代の医学において承認されており、心中することや患者が自殺するのに⼿助けを
する前にとるべき⽅法(再度⼊院し、患者の苦痛をやわらげるための医師の治療⾏為を受けることなど)を、なお期待で
きる余地があり、従って被告人の本件⾏為に期待可能性がなかったものとはいえない」とし、有罪となった(懲役 3 年
執⾏猶予 1 年)。2

７、横浜地判平成 7 年 3 月 28 日 (判例タイムズ 877 号 148 ㌻、判例時報 1530 号 28 ㌻)
医師が関与したはじめてのケースとなったもので、「東海大学安楽死事件」として知られている。事案は以下のとお
りである。
多発性骨髄腫(不治の癌の一種)で⼊院中の患者(58 歳)を担当する被告人医師は、患者が意識レベル６(疼痛刺激に無
反応な状態)でいびきのような呼吸となって危篤状態が続き、家族から、苦痛から解放するため点滴等の抜去を強く要
請され、悩んだ末、某⽇午後零時半頃看護婦に指⽰して点滴等を抜去させ、さらにエ

アウェイも外した。患者の⻑男

はその後も、
「いびきを聞いているのがつらい。楽にしてやって下さい」などと強く⾔い張るので、午後 6 時 15 分頃、
鎮痛剤で呼吸抑制の副作用のあるホリゾンを通常の 2 倍量注射した。しかし、約 1 時間後も状況は変わらず、再度⻑
男の要請があり、呼吸抑制の副作用のある抗精神病薬セレネースを通常の 2 倍量注射した。その 1 時間後も状況は変
わらなかったため、⻑男は激しく被告人に迫り、その結果追い詰められた被告人は⻑男の要求に従うことを決意した。
まず、徐脈、一過性心停⽌等の副作用のある不整脈治療剤塩酸ベラパミル製剤(ワラソン)を通常の 2 倍量注射したが、
変化も⾒られなかったことから、続いて、心臓伝導障害の副作用があり希釈しないで使用すれば心停⽌を引き起こす作
用のある塩化カリウム製剤(KCL)20ml を希釈せずに注射し、午後 8 時 46 分頃急性⾼カリウム血症に基づく心停⽌に
より死亡させた。検察官は、被告人を殺人罪(刑法 199 条)で起訴した。
もともとこの事件では本人から直接的に苦痛除去の要求があったわけではないことから、横浜地裁は、結論として有罪
の判決を下したが(懲役 2 年執⾏猶予 2 年)、結論を導く論理展開の中で、医師による末期患者に対する積極的安楽死
の適法要件として、4 つの要件を⽰した。すなわち、

①患者が耐え難い⾁体的苦痛に苦しんでいること
②患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
③患者の⾁体的苦痛を除去・緩和するために⽅法を尽くし他に代替⼿段がないこと

1

「この事件は、近親者が積極的安楽死に関与する典型的ケースであり、違法性は阻却できないにせよ、他に適法⾏為を

取りうる心理的余裕は無かった点を考慮して、責任阻却の余地があったように思われる」
(参考⽂献(3)、P,8)
2

前記５のケースに類似しており、責任阻却の余地があったのではないかとの意⾒もある。
8

④生命の短縮を承諾する患者の明⽰の意思表⽰があること

である。この 4 つの要件は、あくまでも具体的事件で出された１つの判決例であって、これが法学界の一般的意⾒とは
⾔えないし、これらの要件が一人歩きすることに疑問を感じている学者も少なくないようだ。

第３節：事例の検討
Ⅰ，安楽死の要件の分析・検討
前述の「東海大学安楽死事件」に関し、横浜地裁の下した判決は、一連の事実を延命治療中⽌(尊厳死)と積極的生命終
結(安楽死)に分け、それぞれについて患者の自⼰決定権を基軸とした許容要件を⽰す画期的判断を⽰した。ここで提⽰さ
れた 4 つの要件が安楽死においてガイドライン的な存在になっていると⾔っても過⾔ではない。
では、争点となった安楽死の許容要件について考察してみよう（尊厳死については本稿では扱わないことにする）。
第１に、本判決は、前述のとおり安楽死を「消極的安楽死」
、「間接的安楽死」、「積極的安楽死」に分けて論じており、
第１要件として、「耐え難い激しい⾁体的苦痛」の存在を挙げているという点で妥当な判断を下している。オランダでは
精神的苦痛についても認める傾向にあるが、判決も⾔うように、精神的苦痛は、その有無、程度の評価が一⽅的な主観的
訴えに頼らざるをえない危険性があり、要件から除外したほうが良いように思われる。
第２要件として、判決が死期の切迫性を要件に挙げているのも妥当と⾔える。
第３要件については、前述のとおり「他に代替⼿段がない」という判断がどういう基準でなされるのか不明慮だという
点が挙げられる。
また、第４の患者の意思表⽰についても疑問が生じる。判決は、消極的安楽死を治療⾏為中⽌の範疇に⼊れ、また間接
的安楽死の場合には客観的適正性をもった治療⾏為の範囲内の⾏為と考えて、患者の推定的意思でも足りるとしているが、
「尊厳死」との区別を明確にするため、患者の明⽰的意思を不可欠の要件とすべきである。とりわけ間接的安楽死は、治
療⽅安楽死とはいえても、
「最後の一服」により生命を人為的に短縮する以上、治療⾏為そのものとは異質のものがあり、
また、間接的安楽死を刑法 202 条の嘱託・承諾殺人罪(同意殺人罪)の構成要件該当性を前提とした議論として考えると、
仮に通説のように刑法 35 条を根拠に単に正当業務⾏為として、あるいは社会的相当⾏為として正当化しようとしても、
推定的意思だけでは、202 条というよりも、199 条を前提とせざるをえず、正当化はいよいよ困難になるだろう。この
点で判決の論理は不十分な部分がある。ちなみに、オランダでも、安楽死議論では患者本人の明⽰的意思が不可欠だとい
う。
さて、本判決の最大の特徴は何と⾔っても、医師による積極的安楽死を一定の要件の下に適法とした点ではないだろう
か。⽇本においてこれまで安楽死に関する判例は前述1のとおり６件あるが、いずれも近親者が⾏為者であり、全て執⾏
猶予付きの判決である。そのうち、１の事例 2は精神的苦痛の除去を欲していた点、３の事例 3は死期の切迫性が欠けて
いた点、４の事例 4は死期の切迫性、激しい苦痛、真摯な殺害要求がそれぞれ欠けていた点で、そもそも安楽死の範疇に

1

第 2 節：Ⅱ，⽇本の現状(裁判例にみる安楽死問題)

2

東京地判昭和 25 年 4 ⽉ 14 ⽇(裁判所時報 58 号 4 ㌻)

3

⿅児島地判昭和 50 年 10 ⽉ 1 ⽇(判例時報 808 号 112 ㌻)

4

神⼾地判昭和 50 年 10 ⽉ 29 ⽇(判例時報 808 号 113 ㌻)
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⼊らないケースだった。これに対して２ 1・５ 2・６ 3は、一応「安楽死」の土俵に上がりうる事案であったと⾔える。
２の事例について、名古屋⾼裁の⽰した６要件は以後の判例に大きな影響を与えることになった4(詳細は前述のとお
り)。ところが、今回の横浜地裁判決は、上記の 6 要件に修正を加えた。それは、どのような意義・問題点を有するのだ
ろうか？
①「患者が耐え難い⾁体的苦痛に苦しんでいること」、②「患者は死が避けられず、その死期が迫っていること」
、この
２要件は前述の名古屋⾼裁６要件にも⼊っていたし、前述のように安楽死議論の前提となる不可欠の要件といえるだろう。
④「生命の短縮を承諾する患者の明⽰の意思表⽰があること」は、名古屋⾼裁の要件に⾒られた「病者の意識がなお明瞭
であって意思を表明できる場合には」という留保を撤廃している点で妥当と考えられるが、一⽅で、
「本人の真摯な嘱託
⼜は承諾」という部分が緩和されている点で患者のイニシアティブが後退しているように思われる。｢真摯な嘱託｣という
⽂⾔がなぜ消えてしまったのだろうか。いずれにせよ本件の場合、本人の意思表⽰自体がなかったので、異論なく違法で
ある。本件は、⾏為者側の一⽅的同情から⾏われた「慈悲殺人」といえる。
より問題となるのは、③「患者の⾁体的苦痛を除去・緩和するために⽅法を尽くし他に代替⼿段がないこと」という要件
である。以下に専門家の意⾒を引用してみよう。(甲斐 2003:170)

「第１に、「他に代替⼿段がない」とする基準をどのように考えるべきか、なお不明である。判決は、名古屋⾼裁が
⽰した「医師の⼿によることを本則」とする要件をこれに代えたわけであるが、実際上は医師が⾏為主体であることを
肯定しており、そうだとすれば医療⽔準の問題も関係せざるをえない。病院によってペイン・クリニクス(鎮和医療)
への対応が異なれば、患者は不安定な状況におかれはしないだろうか。そもそもペイン・クリニクス(鎮和医療)の進歩
が予測されるとすれば、
「他に代替⼿段がない場合」はほとんどありえなくなるのではなかろうか。第２に、かりに「他
に代替⼿段がない」場合があるとしても、医師はいかなる⼿段までとりうるのか。例えば、本件のように塩化カリウム
(KCL)を注射することまで許されるのか。あるいは、筋弛緩剤を投与することまで許されるのか。…判決からは明確な
解答を⾒いだすことはできない。名古屋⾼裁 6 要件のうちの「その⽅法が倫理的にも妥当なもの」という要件を除外
したのはよいとしても、医師であれば最後にいかなる⼿段もとりうるとはいえないであろう。もしそれを肯定すれば、
⾏為主体を医師に限定する必要はなくなる。この点、判決は、
「末期医療において医師により積極的安楽死が⾏われる
限りでは、もっぱら苦痛除去の目的で、外形的にも治療⾏為の形態で⾏われ、⽅法も、例えばより苦痛の少ないといっ
た、目的に相応しい⽅法が選択されるのが当然であろうから」
、としか述べていない。医療サイドですらそのような合
意が形成されているとは思えない現状では、この認識は、楽観的すぎるのではなかろうか。」

現状では、安楽死の⾏為主体を医師に限定するとすれば、その許容範囲は消極的安楽死及び間接的安楽死にとどめてお

1

名古屋⾼判昭和 37 年 12 ⽉ 22 ⽇(⾼刑集 15 巻 9 号 674 ㌻)

2

大阪地判昭和 52 年 11 ⽉ 30 ⽇(判例タイムズ 357 号 210 ㌻)

3

⾼知地判平成 2 年 9 ⽉ 17 ⽇(判例時報 1263 号 160 ㌻)

4

余談ではあるが本件に関し、⽗親は毒が⼊っていることを知らずに飲んだという点で、
“嘱託殺人罪”の構成要件該当性

自体が疑わしい気もする…
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くほうが賢明なように思える。また、オランダのように安楽死に関する制度が十分に確⽴されていない⽇本では、医師に
対する積極的安楽死を適法とすることは、さらなる医療不信を招くことになりかねないだろう。

Ⅱ、積極的安楽死に関する学説の動向
以前は、同情心や慈悲心、人道主義、あるいは死因の転換を理由とする適法化説が存在したが、最近では自⼰決定権と
いう観点から適法化説が唱えられており、現状では積極的安楽死についても違法性阻却事由(被害者自⾝のための緊急避
難等)とするのが通説とされている(宮野 1994:187)。とりわけ人権としての自⼰決定権を強調する福田雅章教授の⾒解
は徹底している。すなわち、
①貧困、無知、僻地、医療施設でのベッド数不足、⽅針としてモルヒネ等麻薬の使用を認めない病院といった諸事情が
存在する以上、適法化を認めない限り、多くの場合、経済的困窮者に対して「苦しみ多き死か、さもなければ殺人犯
か…」という選択を強いることになる。
②現在のような倫理的多元化社会では、間接的安楽死だけを適法化することは、まさに死に逝かんとしている傷病者に
対して「どうしても最後の一服の段階まで生き続けよ」という特定の倫理を強制することになる。しかし、法にそこ
まで強制⼒があるのかは疑問が生じる。
③個人主義倫理を徹底した人権論により、最も基本的な権利である生命権の具体的内容の 1 つとして生命・⾝体に関
する自⼰決定権を承認し、基本的には安楽死を自殺⾏使の一形態として正当化すべきである。
というものである(福田 1994)。
この⾒解では、⾁体的苦痛からの解放というより、死んでゆく本人の自⼰決定権に基づく「生」の選択を焦点にあてて
いる。そして、積極的安楽死が要請されるのは、第１に、適切な苦痛除去は施されえない場合、第２に、
「残された生命」
と「その間の苦痛が除去される利益」とを価値衡量出来ない場合としている。この福田説は、本人の自⼰の生命に対する
処分権を許容するというもので種々の自⼰決定権説の中でも論理一貫した⾒解といえる。

第４節：結論
Ⅰ，積極的安楽死をどう捉えるか
前述のように、福田説は自⼰決定権により積極的安楽死を認める⽴場にある。しかし、この解釈を大げさに捉えると、
憲法自⾝が「死ぬ権利」を承認していることになってしまわないだろうか。
この点について、G・レレッケは「死ぬ権利」の問題は、倫理問題ではなく法律問題であるとし、死は個人的な出来事
ではなく社会的な出来事であると考え、それゆえに「死ぬ権利」など存在せず、したがって、安楽死の権利も存在しない
という。そして、自⼰決定権による積極的安楽死に批判的な態度を⽰している1。レレッケの議論は極論なのかもしれな
いが、「生きる権利」と「死ぬ権利」を同列に扱うことはやはり無理だろう。
安楽死という特殊な状況であるとはいえ、死ぬことを権利として一度承認してしまうなら、その“権利”が前⾯に出てき
てしまい、従来は事案によって個々に議論されてきたものが大まかなものになってしまい、概念もあやふやなものとなり、

1

判例タイムズ 353 号 64－65 ㌻で、大野平吉教授が Gerd Roellecke，Gibtes ein “Recht auf den Tod”? ，in Eser ，

Suizid und Euthanasie，S．336 ff．（レレッケが持論を展開）について紹介している。なお、大野教授はレレッケの議
論について「⾏政法的な議論だ」と批判的…
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ゆくゆくは「死なせる権利」、または「殺す権利」
、あるいは“安楽死⽴法化”へと発展していく危険性が懸念される。よっ
て、福田説には賛同できない。やはり、殺害による苦痛の除去という論理には無理があるように思われる。
また、福田説は、安楽死の正当化を認めないなら経済的困窮者に対して「苦しみながら死ぬか、それとも殺人犯か…」
という選択を強いることになると論じているが、経済的困窮を根拠に安楽死正当化を論じてしまうなら、かえって社会政
策の怠慢を招いてしまうという危険はないのだろうか。「経済的に困窮している傷病者が死を欲している以上、殺しても
かまわない」という考え⽅の発端になる恐れもあるかもしれない。
よって、積極的安楽死は⾏為主体が医師、近親者等を問わず誰であれ違法だとみなされる可能性が⾼いと考えられ、東
海大学安楽死事件判決が、医師による積極的安楽死を一定の要件の下に適法とした点についても納得のいく根拠が⽰され
たとは⾔い難い。そして、末期状態であっても、生命という法益保護の要請が減退するわけでもないだろう。
それでは、如何なる安楽死も罪に問われてしまうのだろうか？私は「緊急避難」の視点から責任阻却の可能性が残され
ているのではないかと考える。ここで「緊急避難」について少し述べてみよう。「緊急避難」とは、刑法第 37 条に規定
されているもので、「社会生活の中でごく希に自分を救うために害の無い相⼿を傷つけ、あるいは自然の猛威の中でやむ
を得ず他人を押し退けねばならない事がある。このような場合には刑罰の対象にはしない」とある。以下に挙げる４つの
要件を満たしている場合、生命や⾝体、財産を守るための⾏為が違法であっても罪を問われることはないというものだ。
①切迫していること
自分や他人の生命・⾝体・自由・財産に危険が切迫している事。台風・火災・自動⾞事故など危険が進⾏中か、差し迫
っている時に緊急避難が認められる。
②他人への損害
他人の財物を傷つけ、あるいは他人を突き⾶ばして損害を与えたり死なせたりする結果になっても、切迫した状況の中
での「助かりたい」との防衛本能が重視されるため、緊急避難は認められる。
③他に⽅法がないこと
正当防衛と違い、他に⽅法があるのに他人を死なして避難したなら過剰避難になる（緊急避難の補充性）
。例え自分が
危険であっても、他人も守れる他の⽅法があれば、その⽅法で避難しなければならない。
④被害程度の限度
避難する事で他人に与えた被害が、防ごうとした害の限度を越えてはいけない。例えば、火災から自分の持ち物を守ろ
うとして他人を突き⾶ばして怪我をさせるなら過剰避難となる。
の「緊急避難」は、自分だけでなく他人を守るためにも⾏えるため、安楽死の際にも適用できるのではないだろうか(但
し、何もしていなければ受けたであろう被害の程度を越えないように注意する必要がある)。なぜなら、個々の事件には
種々の特殊性があり、特に近親者が⾏為者である場合が多いからである1。これまで無罪判決はないが、前記５の事例に
ついては、胃癌で苦しむ妻の嘱託を容れたという点で、期待可能性が不存在であり、被害者自⾝のための緊急避難という
視点から、違法性が阻却されても良かったのではないだろうか。
名古屋⾼裁判決６要件や、東海大学安楽死事件４要件のように、要件を列挙することで安楽死について独自の正当化事
由を設けることが、かえってこの問題を複雑にしているようにも思える。
それでは、ここまでの検討・考察を踏まえ、第１節で述べたヴァンサン・アーベルの事例が⽇本で起こった場合、どの

1

第 2 節：Ⅱ，⽇本の現状(裁判例にみる安楽死問題)
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ような判断が下されるのか最後に考えてみよう。

Ⅱ，実際にヴァンサン・アーベルの事例が日本で起こった場合
(１)ヴァンサン・アーベルの症状
四肢麻痺、記憶喪失、口がきけない、盲目同然、自⼒で⾷事が出来ない(胃ゾンデで栄養補給)、自⼒呼吸が困難なため
人工呼吸器を装着。これらは、耐え難い激痛を伴う症状ではないものの、意識がはっきりしているため精神的苦痛は相
当なものだったと思われる。また、担当医からこれ以上の回復は⾒込めないと宣告され、彼の精神的苦痛は計り知れな
いものであった。
(２)横浜地裁判決に⽰された安楽死要件との⽐較
①患者に耐え難い⾁体的苦痛があるとは⾔えない
②死期は迫っておらず、
③苦痛を除去・緩和するための代替⼿段がないとは⾔えない
④患者は安楽死を切望している
ヴァンサンの場合、激痛は無く、死が迫っていないことから４要件を満たしておらず、⽇本では明らかに要件違反となり、
罪に問われる事例となる。
(３)毒物投与したヴァンサンの⺟マリーと、最終的にヴァンサンを絶命させた蘇生専門医ショソイ医師は、果たして罪に
問われなければならないのか？
フランスと同様に、⽇本の刑法は、患者本人の要請を受けて第三者が患者を死なせる「安楽死」を殺人罪と定めている。
しかし、刑法は医療のめざましい発展にお構いなしの一⾯を持つように思われる。植物状態のまま人間を延々と生かし続
けられるようになった現在、法に縛られ、安らかな死を得られず苦しむ患者を放置しておいてよいのだろうか。
もっとも残酷なのは、ヴァンサンのように意識がハッキリしていながら、動くことも話すことも出来ず、心の苦痛を抱
えて生きなければならないケースだろう。自⼒で自殺することも出来ず「せめて人間らしく死ぬ権利が欲しい」という患
者の訴えに耳をふさいでいいのだろうか。しかし、彼と同じような状況下でも彼とは異なった考え⽅をする人もいるのも
事実である。例えば、ヴァンサンに⼿紙を送ったジャックという男性は、彼と同じように全⾝麻痺状態で、指だけで意思
を伝える生活を送っていた。それでも、妻や⺟の愛に⽀えられ、生きる喜びを⾒出した。彼は⼿紙の中で、人間は生かさ
れて生きる存在なのだと訴え、生命は自分だけのものではないと述べている。
しかし、ヴァンサンは違った。消防士の仕事とセックスが好きな「どちらかいうとハンサムで、すごく親切で、すごく
⼥の子にもてる⼆十歳の⻘年」だった彼には、幸福で生き生きとしていた毎⽇こそが人生だったのである。彼は、事故後
の自分の人生について、「丸太のように横たわり、他人に依存して待つだけのクソったれな人生」だと感じていた。
ジャックとヴァンサンのどちらが正しいのか。決着をつけることは出来ないだろう。もし、安楽死を合法化すればジャ
ックのような信条の患者を傷つけ、脅かすことになってしまうかもしれない。しかし、禁⽌したままではヴァンサンのよ
うな患者は救われないままである。
では、⽇本で安楽死合法化は可能なのだろうか？前述のとおり、末期患者の積極的安楽死に関し、横浜地裁判決が欧米
で法制化が進む「患者の自決権」を意識した内容であったものの、多くの問題点を抱えているのが現状である。
よって、マリーとショソイ医師についても前述の７つの裁判例のように、多くの関心を集めながら裁判所で争われるこ
とになるだろう。横浜地裁判決での４要件がそのまま適用されるなら２人は間違いなく有罪となるわけだが、この事例に
13

ついてはフランスでの判決のようにヴァンサンの精神的苦痛を考慮し、患者本人の真摯な嘱託があったことから責任阻却
論の⽴場に⽴って、情状酌量の余地があるように思われる。

Ⅲ，おわりに
今回は、ヴァンサンの事例をきっかけに⽇本での安楽死について理解を深めることが出来たわけだが、⽇本と欧州諸国
とを⽐較したとき決定的に違うのは、患者自⾝による「死の権利」の訴えがないことではないだろうか。人権としての安
楽死の是非を問う声はほとんど聞こえないし、私自⾝考えたことも無かった。⽇本では、安楽死は「かわいそうな患者を
死なせてやる」慈悲殺人だという意識がまだまだ根強いように思われる。世界一の⾼齢化大国である⽇本も欧米諸国に遅
れをとらず、より一層「人間らしい死」について考えていくことが必要だと強く感じた。

参考⽂献

◆書籍
(1)アイラ・バイアック著、三浦彊子訳(1997)『満ち足りて死ぬこと－バイアック博士のホスピス医療』翔泳社
(2)ヴァンサン・アンベール著、⼭本知子訳(2004)『僕に死ぬ権利をください－命の尊厳をもとめて』NHK 出版
(3)甲斐克則著(2003)『安楽死と刑法』成⽂堂
(4)チョイス・イン・ダイイング、T・P・ヒル、D・シャーリー(1998)『望ましい死－人生の終わりのより良い選択のた
めに』誠信書房
(5)中⼭研一著(2000)『安楽死と尊厳死－その展開状況を追ってー』成⽂堂
(6)福田雅章著(2002)『⽇本の社会⽂化構造と人権』明石書店
(7)福田雅章(1994)「安楽死」莇＝中井編『医療過誤法』(⻘林書院, 1994).
(8)星野一正著(1996)『わたしの生命はだれのもの“尊厳死と安楽死と慈悲殺と”』大蔵省印刷局
(9)宮野彬(1994)「安楽死と尊厳死」阿部純⼆ほか編『刑法基本講座第三巻』(法学書院, 1994).

◆論⽂
・恩田裕之『安楽死と末期医療』
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0472.pdf#search='末期医療%20 尊厳死'
・土本武司『安楽死の合法化に向けてーオランダの安楽死をベースにー』
http://www2f.biglobe.ne.jp/~boke/anrakusi.pdf#search='オランダ%20 安楽死%20 法務省'
・霜田求『尊厳死と安楽死――問題点の整理』
http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/eth/mspaper/paper24c.pdf#search='自殺幇助%20 ⽇本%20 安楽死'
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日本における脳死判定基準は適切か
岡田純一
第一節 序論
1997 年 7 ⽉、臓器の移植に関する法律（いわゆる臓器移植法）が制定され、⽇本においても脳死下における臓器移植
が可能となった。そして、臓器移植法施⾏後約 1 年 5 ヶ⽉にあたる 1999 年 2 ⽉ 28 ⽇、⾼知赤十字病院で最初の臓器
提供者が現れ、最初の脳死下における臓器移植が⾏われた（心臓、肝臓、腎臓および角膜を計 6 人の待機患者に。以下
では第一例という）。その後、5 ⽉ 12 ⽇、慶応義塾大学病院(以下では第⼆例という)、6 ⽉ 13 ⽇、宮城・古川市⺠病院
(以下では第三例という)、さらに、6 ⽉ 24 ⽇、大阪府⽴千⾥救命救急センター（以下では第四例という）で臓器提供者
が現れ、併せて 10 人の待機患者に心臓、肝臓および腎臓の移植が⾏われることとなった。もともと脳死下における臓器
移植に対しては、関係者の強い要望と熱い期待が寄せられており、厚生労働省、関係医療機関、移植ネット、さらにはマ
ス・メディアとしては、それぞれに想定しうる事態を視野に⼊れた対応策を検討しておくべきだあったし、また、そのた
めの十分な準備期間があったはずである。とりわけ厚生労働省においては、最初の実施例は「一点の曇りもない移植」、
「ガラス張りのフェアな臓器移植」を実現することを強く企図していた。にもかかわらず、脳死判定において多くの点で
問題を残すところとなった。
例えば、無呼吸テストについては、実施順番ミス（第一例）
、および⼆酸化炭素濃度指定範囲外での実施（第三例）が
あり、さらには、脳波測定時の脳波計感度設定ミス（第四例）もみられた。
（「臓器移植法改正の論点」より）。そして、
このミスを重く⾒て、1999 年に厚生省によって脳死判定マニュアル（法的脳死判定マニュアル）が大きく刷新されるこ
ととなった。
脳死と判定するということは、人工呼吸器でまだ心臓が動いている患者から人工呼吸器を外すということである。その
ため、脳死判定は絶対にミスは許されず、しかもその判定は厳格に⾏われるべきである。では、この新しい脳死判定マニ
ュアルによって本当に正しく脳死を判定することが可能なのだろうか。

・脳死の定義
脳死とは、
「脳の機能が不可逆的に消失した状態を指す」
（赤林 2006.272）。脳死の原因には、脳挫傷、脳出血、脳腫
瘍などの一次性脳障害と、心停⽌や窒息などによる、脳低酸素症から生じる⼆次性脳障害がある。脳のどの部位の機能が
失われることによって脳死とするかについては、全脳死説、脳幹死説、大脳死説など、いくつかの⾒解がある。
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表 11
定義
全脳死説

大脳と脳幹の不可逆的な機能消失をもって脳死とす

採用している国
⽇本

アメリカ

る。
脳幹死説

脳幹の不可逆的な機能消失をもって脳死とする。

イギリス

大脳死説

大脳の不可逆的な機能消失をもって脳死とする。

なし

第二節 日本と各国における脳死判定基準
(ⅰ)⽇本における脳死判定基準
⽇本において脳死判定は、1999 年 9 ⽉ 14 ⽇に発表された法的脳死判定マニュアル（旧厚生省厚生科学研究費特別研
究事業「脳死判定⼿順に関する研究班」平成 11 年報告書）に準拠している。

・法的脳死判定マニュアルが出来た背景
これまで脳死判定基準および検査の⼿法は、①臓器の移植に関する法律施⾏規則第 2 条と、②ガイドラインに記載さ
れている基準と、これらが準拠している③⽵内基準（旧厚生省科学研究費・特別研究事業「脳死に関する研究班」脳死判
定基準）と、④⽵内基準の補遺が総合されたものに基づいていた。しかし、この判定基準は過去にさかのぼってあり、最
終的にまとめられておらず、脳死判定にかかるマニュアルがわかりにくく、第一節で挙げたような脳死判定のミスが相次
いだ。そのため、この欠点を克服すべく、1999 年に法的脳死マニュアルが発表され、9 ⽉ 20 ⽇に臓器提供施設に送ら
れた。

｢法的脳死判定マニュアル｣2

(A)脳死と判定するための必須条件
①前提条件を完全に満たすこと。
②除外例を確実に除外すること。
③生命兆候を確認すること。
④脳死と判定するための必須項目の検査結果が全て判定基準と一致していること。
(B)前提条件
①器質的脳障害により、深昏睡・自発呼吸喪失
②原疾患の確実な診断
③治療しても回復の可能性なし
(C)除外例

1

⼊門医療倫理Ⅰ(2006),p276 より作成

2

唐澤秀治(2001)『脳死判定ハンドブック』より
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①脳死と類似した状態になりうる症例：急性薬物中毒、低体温、代謝・内分泌障害
②15 歳未満の小児
③知的障害者等、本人の意思表⽰が有効でないと思われる症例
(D)生命兆候の確認
①体温：直腸温、⾷道温などの深部⾳が 32 度以下でないこと。
②血圧：収縮期血圧が 90mmHg 以上であること。
③心拍、心電図の確認：重篤な不整脈がないこと。
(E)脳死と判定するための必須項目
①深昏睡
②瞳孔固定、4mm 以上
③脳幹反射の喪失
④平坦脳波
⑤自発呼吸喪失（無呼吸テスト）

第 1 回目の脳死判定が終了した時点から 6 時間以上が経過した、時点で第 2 回目の脳死判定を実施する。なお、原因、
経過を勘案して、必要な場合はさらに観察時間を延⻑する。第 2 回目の脳死判定終了時をもって脳死とする。

・判定医について
ガイドライン第 7 の 1 の（4）によれば、「脳死判定は、脳神経外科、神経内科医、救急医または麻酔・蘇生科・集中
治療医であって、それぞれの学会専門医または学会認定医の資格を持ち、かつ脳死判定に関して豊富な経験を有し、しか
も臓器移植に関わらない医師が 2 名以上で⾏うこと」とされている。

・臓器提供施設について
臓器提供を⾏うことが出来る施設は、厚生労働省から臓器提供施設に該当するとの通知を受け、かつそのための体制整
備が終了した施設に限定されている。臓器提供施設の数は、当初は 92 であり、平成 10 年 1 ⽉ 1 ⽇には 96 となった。
その後も脳死状態での臓器移植は皆無であったため、平成 10 年 6 ⽉ 26 ⽇に通知施設数が増え、337 施設＋分院 41 施
設で合計 378 施設となり約 4 倍に拡大された。さらに平成 13 年 4 ⽉ 30 ⽇の時点で、施設数は 409 となった。

(ⅱ)各国の脳死判定基準
現在、公に脳死を死と認めている国だけではなく、検討中の国でも、多くが独自の判定基準を持っている。判定基準は
混乱をもたらさないためにも、できれば統一のスタイルを持つのが理想であるが、現実はまだそこまでに至らず、各国の
独自基準となっている。

＜韓国＞1

1

詳細は、町野朔・⼭本輝之(2004)『臓器移植法改正の論点』を参照
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脳死判定テスト
①

各部刺激に全然反応がない深い昏睡状態

②

自発呼吸が不可逆的に喪失していること

③

両眼の瞳孔が拡大・固定していること

④

脳幹反射が完全に喪失していること

⑤

自発運動・除脳強直・除皮質強直、痙攣等があらわれないこと

⑥

無呼吸検査の結果、自発呼吸が誘発されないため、自発呼吸が不可逆的に不可能と判断されること

⑦

再確認：①〜⑥による判定結果を 6 時間後再確認しても、その結果が同じであること

⑧

脳波検査：⑦による再確認後、脳波検査を実施して平坦脳波が 30 分以上持続すること

＜イギリス＞1
1982 年、英国医師会の責任による脳死判定の指針が発表された。
イギリスの判定の特徴は、｢脳幹死｣をもって脳死としている点である。この⽴場から、イギリスの基準では脳死の判定に
あたって脳波の検査は必要ではないとしている。

＜カナダ＞2
1986 年、カナダ神経科学会議により判定基準がまとめられる。
カナダの判定基準では、臓器移植に関係ある判定の場合は、再確認を慎重にすべきであると明記しているのが特徴といえ
る。

「各種判定基準の⽐較」3

表2

基準

ハーバード
基準

ミネソタ大
学基準
脳波学会基
準

深

自発

昏

呼吸

睡

停⽌

瞳孔
散大

脳幹
反射
消失

血圧 平坦
下降 脳波

脳血
流停
⽌

判定に要する
時間

備考

人工呼吸器停⽌の決定は主
◎

◎

◎

◎

－

○

×

24 時間以上

治医とそれ以外の医師 1 名
以上による

◎

◎

－

◎

－

×

－

12 時間

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

6 時間

1

詳細は、⽵内一夫(2004)『脳死とは何か』を参照

2

詳細は、⽵内一夫(2004)『脳死とは何か』を参照

3

「脳死を考える」「新々⾒えない死」「脳死（⽴花隆）」より

脳の明らかな治療不能の病
変のあるもの
脳の急性一次性粗大病変に
おける判定基準
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イギリスの
基準

アメリカ大
統領委員会

◎

◎

◎

◎

ン

イタリア

－

×

○

症例により異

－

◎

×

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

瞳孔
固定

－

◎

◎

◎

◎

×

－

－

◎

○

◎

－

◎*

×

呼吸器停⽌の決定は 2 人の

なる。24 時間 医師が認めた場合

条件により異
なる

準）

スウェーデ

固定

◎

6 時間ただし

厚生省研究
班（⽵内基

瞳孔

脳死、心臓死どちらでも死
亡と判定

6 時間

脳の⼆次性病変も含める

*病因が明確

病因が不明確な場合は 30

な場合は 2 時

分の間隔をおいた脳血管造

間。

影で判定。

12 時間

足底反射消失も必須。

◎：必要条件 ○：あればよい ×：不要 －：記述なし

これまで脳死の判定の仕⽅について⾒てきたが、では脳死はいったいどの程度生じているのだろうか。
イギリスでの 1981 年の調査では、年間約 4000 人の脳死例があり、これはイギリスの年間総死亡者数、約 67 万人の
0,6 パーセントに当たる。我が国では、旧厚生省の「脳死に関する研究班が」1984 年に⾏った調査で、6 ヶ⽉で 1340
例という数字がある。これは国内 483 ヶ所の施設を調査して得た数で、必ずしもすべての脳死例数を⽰すものではない
が、これを単純に 2 倍すると、1 年間に 2680 例という数字になる。我が国の年間総死亡者数を約 74 万人（1984 年）
とし、年間の脳死例数を約 3000 人と推定すると、脳死の発生率は 0,4 パーセントとなる。その後、脳死症例に関する
全国的な調査は⾏われていないが、約 20 年後の今⽇でもあまりかわりないものと思われる。

第三節 日本の脳死判定基準の問題点
(ⅰ)不可逆性は真に証明できるのか
これまで述べたような厳密を重ねた判定基準でも不可逆性を真に証明できるものなのかといった疑問は依然として消
えてはいない。
この問題に関しては、脳の機能死と器質死といった⼆通りの考え⽅があることを紹介しておきたい。不可逆性の徹底的
な証明をなすためには、脳の細胞が全部死んだこと（器質死）が実証されなければならないとする考え⽅も存在する。し
かし器質死の証明は現実には不可能で、機能死のみで脳死は十分に証明できるとする考え⽅が現在多数である。また機能
死説の人々は、「脳の細胞がまったく死ななければ脳死、ひいては人の死と⾔えないとすると、従来の三兆候による死の
判定も人の死とは⾔えないという事態が生じかねない｣と述べ、器質死説に疑問を呈している。
しかし、脳死を三兆候死と同じ地平で論議することは出来ないように思われる。なにしろ、脳死を人の死とすることは、
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心臓のまだ動いている人を死者とすることでもあるので、慎重に慎重を重ねることが求められるべきである。
ただ、機能死説者の中にも、世間の不安をできるだけ取り除くために、器質死の存在を外部的にある程度調べられる脳
血流途絶証明テスト1を実施することを主張している人もいる。現在血流途絶証明テストは補助検査とされているが、不
可逆性の疑問に答えるためにも必須検査とされるべきではないだろうか。

(ⅱ)自発呼吸の喪失（無呼吸テスト）について
無呼吸テストとは、人工呼吸器のおかげで何とか呼吸を保てている患者から人工呼吸器を外して、自発呼吸が戻るかど
うか、10 分間患者を観察するものである。
しかし、この無呼吸テストは、患者の生存可能性にとって負担になる可能性が⾼いのではないか。医療側はテストを⾏
う前に十分患者に酸素を与えているから安全だというが、自発呼吸の出来ない患者が 10 分間も人工呼吸器を外されるの
には疑問を持たざるをえない。しかも、このテストが脳死判定の確実性のために 2 度も⾏われるのだ。なので、無呼吸
テストにおいても、どの段階で、どの程度、どのように⾏われるかについて再検討を要するように思われる。

(ⅲ)除外例（薬物が影響していないこと）について
薬物中毒では睡眠薬、鎮静薬の中毒が問題になることが多く、少しでもその疑いがある場合は、脳死判定の対象とはさ
れない。また、治療の一環として使用する中枢神経抑制薬、筋弛緩薬などでも同じような症状が出るので注意が必要であ
るとされている。しかし、この点において、法的脳死判定マニュアルには救急医療で使われた薬剤の脳死判定に及ぼす影
響・評価については触れられておらず、非常にあいまいとなっている。このようなあいまいさが残っていると現場での脳
死判定の際に、混乱が生じてしまうのではないだろうか。

(ⅳ)脳波検査の⽅法
従来の厚生省基準（⽵内基準）が国際的な基準を満たさなかった点は、いわゆる平坦脳波の定義である。国際的には「感
度を 5 倍にして 30 分以上記録すること」が求められているが、厚生省基準では「部分的に感度をあげて全体で 30 分以
上記録すればよい」とされている。いわゆる平坦脳波の定義も Hockaday らの分類 Vb としか述べられていない。
Hockaday らの分類 Vb というのは、1965 年に発表された論⽂にあるもので、平坦脳波の定義ではない。また、適切な
技術⽔準についてもまったく述べられていない。⽇本脳波・筋電図学会の平坦脳波に関する定義でも、アメリカ脳波学会
の定義でも、Hockaday という⾔葉はまったく登場しない。
医学は国際的なものであり、そして進歩している。提供施設としては国際的な基準で検査を⾏う必要がある。

以上のような問題点から、臓器提供施設は、安易に法的脳死判定マニュアルをコピーし使用するのではなく、それぞれ
の施設の責任でマニュアルを作成しておく必要がある。

1

脳血流途絶証明テスト…脳の血流が途絶したことが証明できれば、脳細胞に酸素や栄養物がゆかなくなるので、脳細胞

の死滅は外部から予測できるものとされる。各種の脳血管撮影や CT、MRI 等を使って検査が可能となる。
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第四節 終わりに
・不足している臓器の供給問題

「心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸の移植を希望して、⽇本臓器移植ネットワークに登録している人の現状」
表 31

（2008 年 1 ⽉ 4 ⽇）
心臓

肺

肝臓

腎臓

膵臓

小腸

現登録者数

104

130

186

12,046

153

1

うち心肺同時

4

4

－

－

－

－

うち肝腎同時

－

－

2

2

－

－

うち膵腎同時

－

－

－

124

124

－

「臓器移植に関する提供件数」
表4

（2007 年 1 ⽉ 1 ⽇〜2007 年 12 ⽉ 31 ⽇）

【提供件数】
1 ⽉ 2 ⽉ 3 ⽉ 4 ⽉ 5 ⽉ 6 ⽉ 7 ⽉ 8 ⽉ 9 ⽉ 10 ⽉ 11 ⽉ 12 ⽉ 合計
脳死下

0

2

1

1

1

0

2

3

1

0

1

13

心臓停⽌後

5

9

8 10 12

6

7

7

4

8

7

9

92

5 11

9 11 13

7

7

9

7

9

7

合計

1

10 105

上の⼆つの表を⾒て分かる通り、⽇本ではドナーが圧倒的に不足している。このようなドナー不足を解消するために、
⽇本では臓器提供施設を増やし続けてきた。しかし、提供施設としての適格性をきちんと確認しないまま、｢指定｣するこ
とは許されるべきではない。このような｢指定｣が⾏われると、脳死判定が不準備なまま⾏われ、脳死判定ミスにつながる
恐れがあるからである。
思うに、ドナー不足の一つの要因として、脳死移植に関する倫理上の問題が露⾒し、脳死判定に対する疑問が依然とし
て拭いきれていないからではないだろうか。
未だに脳には未解明の部分が存在するので、脳が完全に死んでいると証明するのは現時点では不可能かもしれない。し
かし、不可能であるにしても、多くの人を納得させるために、基準をただ厳格にするだけでなく、素人の素朴な感性にも
わかる基準を作っていくことが重要ではないだろうか。そうすることで、医療側と我々の信頼の幅を少しでも大きくして
いくことができるはずである。さらにそのためにも、今後は現在存在する多様な判定基準を、論議を積み重ね、また世界
的な連携を図ることによって、一本化していくべきである。

参考⽂献

1

表 3、表４は⽇本臓器移植ネットワーク・ホームページより
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赤林朗(2006)『⼊門・医療倫理』，勁草書房．
唐澤秀治(2001)『脳死判定ハンドブック』,羊土社.
坂本百大(2005)『生命倫理-21 世紀のグローバル・バイオエシックス』,北樹出版.
澤田愛子(1999)『今問い直す 脳死と臓器移植』,東信堂.
⽵内一夫(2004)『脳死とは何か』,講談社.
町野朔・⼭本輝之(2004)『臓器移植法改正の論点』,信⼭社.
松田健⼆(2005)『脳死論議ふたたび-改正案が投げかけるもの』,社会評論社.
⼭口研一郎・桑⼭雄次(2000)『脳死・臓器移植拒否宣⾔』,主婦の友社.
渡部良夫(1999)『意義あり！臓器移植』,天声社.

参考ホームページ

⽇本臓器移植ネットワーク
http://www.jotnw.or.jp/index.html
脳死・臓器移植に関する基礎資料 http://square.umin.ac.jp/CBEL/bioethics_data/brain_death.html
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新たな臓器提供制度
貴傳名秀紀

第一節 序論
⽇本の現⾏の臓器移植制度は、1997 年 6 ⽉に成⽴し、10 ⽉に施⾏された臓器移植法（
「臓器の移植に関する法律」）
に依拠しており、これによって脳死判定された人からの臓器移植が可能になった。しかし、国内での脳死臓器移植件数は、
1997 年の施⾏から 2008 年 1 ⽉現在までに、わずか 254 件（うち生存数は 217 件）である。これは、第 2 条でドナー
の本人意思の尊重が、レシピエント選択における公平性などとともに基本的理念として規定されており、オーストリアや
スペインをはじめとする多くの諸外国が、本人の明⽰的な拒絶の意思がない限り、家族の同意によって臓器提供が⾏える
推定同意（オプト・アウト）を採用していることや、そうではなくとも、アメリカやドイツのようにドナーの同意か家族
の承諾の一⽅があれば足りるとする国が多いのに対し、⽇本では臓器提供するためには書⾯によるドナーの同意と家族の
承諾が両⽅必要であること（第 6 条）や、さらに脳死においても多くの諸外国と異なり、脳死下での臓器移植が⾏われ
る場合にのみでしか法的な脳死判定が⾏われない（第 6 条 3 項）という厳格な要件が存在していることが原因である。
2007 年、⽇本における臓器提供件数は、⽇本臓器移植ネットワークによると、脳死下のものが 13 件、心臓停⽌後のも
のが 88 件とわずかであるのもこれらが一因であろう。臓器提供の少なさに伴い実際の移植も年間で 230 件にとどまっ
ているが、それに対し臓器移植を希望して登録している患者の数は 12,620 件（うち腎臓が 12,046 件、平成 20 年 1 ⽉
現在）であり、臓器が明らかに「稀少」な医療資源であることを⽰している。
そこで生まれてくるのが、どの患者が臓器提供を優先的に受けることができるのかという、限られた医療資源の分配と
いう生命倫理学的問題である。当初は、この医療資源の分配について考察しようと考えていたが、医療政策や医療経済の
分野の専門的知識を含めながら公正や平等を総合的に論じる必要があり、制限字数内で収まりそうにないと判断したため、
本稿ではその前段階にあたり、より抜本的な解決策として、法や政策を改善して臓器提供数の増加をいかにして促進させ
るか、ということについて考察していくことにしたいと思う。
1997 年に臓器移植法が施⾏されてからも、臓器提供数は一向に増えないままであるということは、現在の臓器提供の
制度が不適切であるからであるといえる。また、ドナー数の不足により、臓器を待ちながら死ぬ人々が大勢いる。ドナー
が現れずに亡くなった人々は、現在までに 2000 人以上にのぼっており、臓器の絶対数を増やすことは急務であるといえ
るのである。そして、より多くの臓器が提供されるようにその⽅法を考察することは、どのような制度が臓器を待ってい
るより多くの人々を救うものであるのかを解明するために必要であるというのはもちろんのこと、国⺠の臓器移植に対す
る関心の⾼まりを促すことにもつながり、その意義は大きいものであると考えたからである。以下の節では、まず現在の
臓器提供の制度と問題点、さらには現在の制度にかわりうる⽅法を考察し、次にその⽅法の利点や反対説に対する批判を
⾏っていこうと思う。

第二節 現在の臓器移植制度と問題点
現在の⽇本での臓器提供のしくみは第一節で述べたように、ドナー本人と家族の承諾の両⽅と必要としている。これは、
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ドナー本人の意思を尊重し、臓器提供があくまでも善意から⾏われるものであり、臓器提供は期待されることだがしなく
ても罰せられない種類の慈善を⾏う義務（不完全義務）であるからであろう。ただし、ピーター・シンガーの主張のよう
に「われわれはこれまで以上に慈善を⾏う義務がある」
（Singer 2005,ch.5）であろう現在においては、この根拠は現在
の情勢を鑑みると、改善される余地が大きいはずである。
また、本人と家族の承諾が両⽅とも必要である理由は、臓器移植ネットワークによると「臓器提供の意思があることや、
意思表⽰カードを持っていることを家族が知らないと、万が一の時にあなた（ドナー）の貴重な意思が活かされない可能
性があります。お亡くなりになって、お葬式が終わってからカードが発⾒されても臓器提供はできません。自分は臓器提
供を望んでいるということを家族に伝えることを目的とした」
（注：括弧内は引用者による）ものである。確かに、そう
いったケースを防ぐために必要である気もするが、それ以上にドナーが同意しているのに、家族が移植を拒否する場合の
⽅が多いのではないかと推測される。また、ドナーが同意することによって、家族に無⾔の圧⼒がかかり、心理的な負担
が増大してしまう危険性をはらんでいる可能性は否定できない。
さらに、本人の同意と家族の承諾のどちらか一⽅でよいとしているアメリカやイギリスでさえ、この制度を 30 年以上
にわたり採用し続けているのにも関わらず、⽇本と同じように臓器提供数の不足に喘いでいる。より制度が厳格な⽇本で
の 100 万人あたりの移植件数は 6.7 人と、アメリカの 51.5 人、オーストリアの 46.8 人などと⽐べても少なさは際⽴っ
ている。このことからもわかるように、本人と家族の承諾が両⽅とも必要であるとする現在の規定は、臓器提供増加を妨
げるほかのなにものでもないだろうと考える。
そもそも自由意志に任せた提供を期待している限りでは、人々が臓器移植に関心を持つきっかけになるのはマスメディ
アが中心になるが、国内外でその成果がたいして上がっていないことを考えると、いくらマスメディア等で臓器提供を呼
びかけたとしても、ドナー登録や臓器提供数が増えたとしてもそれは一時的であり、根本的な解決には至っていないのは
明白である。もちろん、マスメディアによる呼びかけを否定しているのではなく、世間の人々の関心を継続して保たせる
という意味では今後も必要であるのは間違いない。
以上のような問題点を考慮すると、新たな臓器提供制度の確⽴が必要になってくるわけだが、自由意志を尊重した現在
の臓器提供制度には限界があるように思える。そこで、推定同意のシステムを⽇本にも取り⼊れてみるのもいいが、ここ
ではもう一歩踏み込んで、死後の臓器提供を義務化について考えてみたいと思う。臓器提供を義務化することによってど
のような利点があり、どのような欠点があるのかを考察した上で、義務化するべきではない場合にはその他の案について
も若⼲の検討を⾏いたいと思う。そこでまず、移植医療において⽇本よりも先進国である英米圏における最近の臓器提供
制度のあり⽅に関する新たな提案を取り上げてみようと思う。

第三節 死後の臓器提供の義務化の是非
過去５年間の英米学術誌の動向を調べた児⽟聡⽒は、臓器提供制度を（１）慈善型、（2）市場型、（3）報奨型、（4）
相互保険型、（5）推定同意型、
（6）義務的選択型、
（7）徴用型、の７つのカテゴリーに分類した。このうち、
（1）の慈
善型が現在の⽇本などで採用されているタイプのものであり、その問題点は既に指摘したとおりである。そして、（7）
の徴用型が、死後の臓器提供の義務化に近いものである。この節では、児⽟⽒の論⽂から徴用型について述べられている
ものを紹介する。
「徴用型の臓器提供制度（conscription

of

cadaveric

organs

for

transplantation）とは、死後の臓器提供に
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関しては本人あるいは家族の同意を必要としないという制度である。宗教的な拒否などの特別の場合を除き、オプト・ア
ウトは認めないとされる」（児⽟ 2005）。
宗教的な拒否を認めているのは英米的であり、基本的に無宗教国家とされる⽇本に住んでいる私にはそれを特別な理由
と認めるのには、いささか抵抗があるが、主題とは関係がないのでここでは留保するとすれば、この制度は、ほぼ臓器提
供の義務化であるといえるだろう。
このタイプを⽀持している代表格はジョン・ハリスである。元々、彼は功利主義的な⽴場から、瀕死状態にあるが臓器
移植をすれば助かる 2、3 人を救うために、くじによってランダムに選ばれた者を殺す、というサバイバル・ロッタリー
という臓器提供制度を 1975 年に提案していた。しかし、健康だとドナーに選ばれてしまう可能性があるため、人々は健
康であり続けようとするインセンティブが減り、不健康な人が増えるというモラル・ハザードを生んでしまうという批判
を受けて、1992 年に死後の強制的臓器提供を主張するようになった。
そして、彼がこの制度を⽀持する根拠として、①臓器提供数が確実に増えること、②死後の臓器提供は道徳的義務であ
り、レシピエントの権利であるということ、③死者に権利はないため臓器提供についての同意は不要であるということ、
④他の制度に⽐べ、コストを低く抑えることができるということ、⑤医療者にとっても家族にとっても精神的負担が減る
ということ、⑥すべての人が臓器提供するので公平であるということ、⑦臓器移植制度は公共財であり、参加が強制され
るということ、⑧臓器は貴重な資源であり、そのまま土に返すのはもったいない、という点を挙げている。
これに対してなされている主な批判としては、①人々の自律が無視されているという点、②臓器提供は義務ではなく、
義務を超えた善⾏であり、現⾏制度は自律だけでなく、善意や善⾏も十分に尊重しているという点、③政治的に実現が困
難であるという点があげられている。

第四節 徴用型についての考察
この節では、第三節で紹介した徴用型の⻑所と批判について検討していきたいと思う。
1）

⻑所
ⅰ）臓器提供数の増加
義務化するのであるから当然である。ただし、臓器は若くて健康な人からのものの⽅が移植に適しているので、臓
器提供数は増えても、同じように移植される人が増えるとか限らないと推察される（これはどの制度を採用した場合
にでもいえることだが）。

ⅱ）道徳的義務
生きている間についての拒否権があることを否定しうる根拠はないが、死後ならば自分の意識は既に存在しないの
だから、苦しんでいる人々を救うための臓器提供は、道徳的に正当化されるという主張は正しいのではないかと考え
る。
ⅲ）死者の権利
憲法において、死者はすでに自然人ではないのだから、原則として権利の主体になりえないとされる。その例外と
して人格権があり、死者の名誉に関してはどのように保護するかという問題において、遺族の利益を考えて人格権は
保護される間接保護説がとられた判例も存在するが、これを臓器提供にも適用するには無理があると考える。患者の
ために臓器を提供しないことが、遺族の利益になるとは考えにくい。
ⅳ）コスト削減
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実際にどれぐらいのコスト削減になるのかは、まだ徴用型が制度化された事例がないため、判断しかねるため、こ
れについては実際に制度化してみないとわからない部分が残るといえる。
ⅴ）精神的負担の軽減
義務化されることによって、たとえば⽇本での現⾏制度における問題点のひとつである、ドナーになることに同意
した本人の家族に対する、同意を求める無⾔の圧⼒がなくなることが期待されるだろう。また、臓器が増えることに
よって患者側にとっても、臓器を移植してもらえる可能性が⾼まるために精神的負担が減るということが期待される
ということについては、おそらく疑いの余地は生じないだろう。
ⅵ）公平
たとえば、貧しいがために、臓器売買をしなければならないということがなくなる。また、これに関連して、臓器
が増えることによって、ドナー以外の第三者による臓器売買が少なくなることが期待されるだろう。そして、慈善型
の特徴の一つである無償性は、この制度で補完できる。
ⅶ）公共善
これは、道徳的義務と近いものがあると考えるため、ここでは省略する。
ⅷ）稀少な資源
せっかく人の役に⽴つものを、死後には不必要になるにもかかわらず、利用されないままでいるのは不合理なこと
である。臓器を求めている人のために提供せずに、そのまま焼いたり腐らせてしまうことが正当化されうる根拠はな
いように思える。

2)

反対説

次に反対説についての考察を⾏う。
第一は、人々の自律が無視されている、つまり死語の⾝体についての自⼰決定権を否定しており人権侵害である、とい
う点である。つまり、自律を尊重するよりも、臓器不足の解決の⽅が重要であると判断していることに対する批判である。
これに対しては、簡単に反論できる。前項でも述べたが、死後の権利は⽇本国憲法では認められておらず、そもそも死者
は権利の主体ではない。つまり、権利の主体ではないのだから、尊重する自律も存在しないと考えられるのが自明であろ
う。そうすれば、以下のような再反論がなされる。臓器提供を義務化するということは、人が「自分は死んだ後、臓器を
取り出されてしまうのだな」というように、自分の死について意識せざるをえないのであり、自分の死について考えたく
ない人々の自律を無視しているのではないか、というものである（児⽟

2005）。しかし、それならば、陪審制度はどう

説明すればいいのだろうか。陪審制は、⽇本でも裁判員制度として 2009 年 5 ⽉から義務化されるが、これこそ「裁判
には参加したくない」と考える人が多くいるのは事実である。これを人々の自律が無視されておらず、徴用型臓器提供制
度では自律が無視されているという論理は成⽴しない。また、外国における陪審制は古くから制度としてあるものである
から、という主張も成り⽴たない。それは、今現在、徴用型臓器提供制度が存在しないだけであって、成⽴さえしてしま
えば、ハリスの⾔うように「十分な教育や議論を⾏なうことにより、われわれは新しい制度にやがて『慣れる』ことが十
分に考えられるであろう」からである。
第⼆の批判は、臓器提供は義務ではなく、義務を超えた善⾏であり、現⾏制度は自律だけでなく、善意や善⾏も十分に
尊重している、というものである。これは、論点がずれてしまっているように思える。ドナーが不足し、臓器数が緊急に
必要である今⽇においては、現⾏制度が「善⾏を尊重している」ということが、人々を助けるという意味でより現実的な
26

この制度を却下する要因にはなりえない。現⾏制度のままでは何の解決も生み出さないから問題になっているという前提
以前の問題である。
第三の批判は、徴用型臓器提供制度は政治的に実現が困難である、というものである。つまり、第一の批判に対する再
批判の中で、成⽴さえしてしまえば人々は慣れる、とハリスの意⾒を引用し述べたが、それ以前に成⽴ができないであろ
うというのである。これに対する反論は難しい。正確には、第一の批判の部分で用いたハリスの⾔葉は、この批判に対す
る回答であった。つまり強引にでも成⽴させてしまえば、人々は慣れる、とハリスは⾔うのである。それは例えば、独裁
国家で成⽴させるのは容易であろうが、⺠主主義国家である⽇本においてこれは困難であると推測される。
おそらく、直感的に「たとえ死んだ後でも、自分の⾝体に傷をつけられるのは嫌だ」と考える人は多いであろう。政府は
世論を無視することはできないので、国⺠の反発が大きければ大きいほど、政策論争から遠ざけようとする結果、実現は
難しいであろうことは想像に難くない。もし、
（現在のようなねじれ国会の状態では不可能であるが）仮に強引に成⽴さ
せてしまったとしても、やはりそこには問題点が残るだろう。第一、第⼆の批判でなされたような、まさに自律の尊重の
無視が発生してしまうのである。
古代では哲学者でさえ奴隷の存在は自然の摂理であると考えていたように、人々の直感的な感覚というものは時代によ
って変化していくものである。今の人々の直感的な判断では考えられないことも、将来的には変化し、当たり前のものに
なる可能性はあるだろう。しかし、臓器提供の問題は⾔うまでもなく、人々の意識が変わるまで気⻑に構えていられる問
題ではないのである。今現在において、実現が不可能であるならば、これも一種の机上の空論に過ぎないものとなってし
まうだろう。 利点は多く存在するのだが、残念ながら死後の臓器提供制度の義務化は現時点での実現は難しいように思
える。

第五節 その他の臓器移植制度
では、現⾏制度に変わりうる制度はないのだろうか。この節では、児⽟⽒が分類した制度のうち、より現実的な選択肢
となりうるであろう推定同意型と義務的選択型について検討してみることにする。
1)

推定同意型

推定同意型とは、臓器提供意思がないことを明らかにしない限り、臓器を摘出する制度である。フランス、スペイン、
ベルギーなど既にこれを採用している国もあり、この制度を採用した後、臓器提供数が増えたことから、一定の効果は実
証されている。また、ドナーの家族に対して、本人に提供意思がなかったことを確認するだけでよく、現⾏制度と⽐べて、
心理的負担が軽くなるという⻑所がある（児⽟
2)

2005）。

義務的選択型

義務的選択型とは、死語の臓器提供の有無について、判断能⼒のあるすべての成人が正式に登録する制度である。生前
に意思を変更することは何度でも認められ、最新の意思が死後の⾝体の取扱に拘束⼒を持つとされる。本人が提供の有無
について意思表⽰をすることで、家族の同意が必要でなくなり、また現在のアメリカで⾏なわれているような家族による
承諾がなくなるため、本人の自律はより尊重されることになる（児⽟

2005）
。

義務的選択型の導⼊には、他の制度と⽐べると障壁が少ないように思われる。臓器を提供したくない人はその意思表⽰
をすればいいし、臓器提供意思表⽰カードを持っていない人のうち、26.5％が「⼊⼿⽅法がわからなかったから」と答
えており、意思表⽰を義務化することによって、マスメディア等で臓器移植に関心を持った人がすぐ意思表⽰できる環境
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ができることを考えると、最も現実的な選択肢であるといえるだろう。

比較・検討
まず、臓器提供数増加という点について⽐較・検討してみる。内閣府による世論調査では、臓器提供意思表⽰カードを
持っている人は前述の通り全体の 8.0%、そのうち臓器提供をしない意思表⽰をしている人は 2.9%である。この結果か
ら、臓器提供拒否の意思表⽰をしているのは現時点で全体のわずか 0.2%であるということがわかる。推定同意型を導⼊
することによって、移植臓器として適しているかどうかはともかく、残りの 99.8%の人々から臓器を摘出することがで
きるようになる。つまり、ほぼすべての人からの臓器提供が可能になるのである。前節で検討した死後の義務化をせずと
も、それとほぼ同様の効果があるといえる。現時点で臓器提供拒否をしてはいないが、臓器を「提供したくない」と答え
る約 20％の人々が、推定同意型を導⼊した後に提供拒否の意思表⽰を⾏ったとしても、それでも 80%の人から臓器を摘
出することができるようになる。一⽅、義務的選択型を導⼊した場合はどれぐらいの提供数の増加が期待できるのだろう
か。同調査によると、臓器提供したいと答えた人は、
「どちらかといえば提供したい」を含めると、脳死後において 41.6％、
心臓停⽌後において、42.4％という結果が出ている。前述の通り、臓器提供意思表⽰カードを「持っている」と答えた
人は 8.0％にとどまっていることから、単純に考えると現在の 5 倍の数の臓器提供が期待できる、ということがわかる。
この結果から、臓器提供数の増加という点では、推定同意型の⽅が優れているといえる。
次に、どちらの制度の⽅が人々に受け⼊れられやすいか、という点について検討してみる。推定同意型は、アメリカの
ように個人主義的傾向が強い土壌では受け⼊れられにくいとされる。しかし、人々は無意識的に多数派に属しようとする
傾向のある⽇本ではこれが制度化されたとしても、ヨーロッパ諸国のように受け⼊れられるのではないのではないだろう
か。一⽅、義務的選択型を導⼊しようとする場合には、臓器提供をするかしないかについての選択を義務付けることに対
する根拠が問題となってくるだろう。義務的選択型は、⾝分証明書の発⾏や自動⾞免許登録等の際に⾏なわれ、選択をし
なければこれらの発⾏は⾏なわれないものとされているが、このように選択を強制する理由が、臓器不足が深刻であるか
ら、という理由だけではその根拠に乏しいのではないか。医療に関する問題は臓器不足に限ったことではなく、仮に臓器
提供に関する選択を義務化するとなれば、その他の問題についての選択（たとえば、献血についての選択の義務化）が義
務化されうる可能性があり、そのような問題に関して選択さえ⾏ないたくないという人々の考えを無視してしまうことに
なり問題があるといえるだろう。よって、この点に関しても推定同意型の⽅が良いといえるだろう。
ただし、推定同意型にも問題点がないわけではない。主な問題点としてあげられているのが、臓器提供について十分な
知識を得ることのできない社会的弱者にとっては、本人に提供の意思が無くても臓器を摘出されてしまう(児⽟

2005)

というものがある。しかし、この問題は、そのような社会的弱者も臓器提供についての知識を与えることを義務化するこ
とによって解決されるだろう。また、義務的選択型の⻑所として、人々が臓器不足問題に関心を持ち考える契機になると
いう点があるが、これは臓器提供についての情報提供の義務化することでも、同様に考える機会になるものとなる。

第六節 結論
第五節で、他の臓器提供制度の考察を⾏なった結果、臓器提供数をなるべく早く増やすためには、推定同意型が現在の
⽇本にとって最も現実的な選択肢であるという結論に達した。しかし、推定同意型を採用している国においてさえ、臓器
不足は深刻であるという事実が存在する。これを⽇本で導⼊したからといって、すぐさまこの問題が解決するということ
にはならないだろう。人々の自律を尊重して、臓器提供するかしないかを選択できる限りにおいては、臓器不足の問題は
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解決しえないものかもしれない。それでも、少なくとも今よりもずっと多くの人々の命が救われることになるのは確かな
ことである。この制度を採用する際の困難を自律の尊重という問題とのバランスをとりながら越えることができたなら、
それが一番理想的だろう。
また、現在、臓器移植法には生体ドナーからの臓器移植については規定がなく、⽇本移植学会の倫理指針（1994 年施
⾏、2003 年改定）があるだけで、この倫理指針には「臓器移植の望ましい形態は、死体からの移植である。……健常で
あるドナーに侵襲を及ぼすような医療⾏為は本来望ましくないと考える」とあり、生体臓器移植は「例外としてやむを得
ず⾏なう」ものとされている。しかし、生体からの移植がほとんどである現状をみても、
「本来望ましくない」という⽂
⾔で⽚付けられるべき問題ではないだろう。死後の臓器よりも生体ドナーからの移植の⽅が移植後の生存率が⾼く、再移
植を必要としない場合も多い。義務的選択型はあくまで、死後の臓器提供についての選択に関する制度であったが、ここ
で臓器提供すると意思表⽰をした人について、生存中に臓器提供を⾏えるように義務的選択型を修正したとするなら、こ
の制度についても再考する価値があるといえるだろう。いずれにせよ、生体ドナーからの移植を促進することも必要だろ
う。
また、このような制度改⾰は、臓器提供を人々の意思に任せていては解決しないから、ということが理由のひとつにな
っているのであるが、やはり、できる限り人々が自律意思に基づいて臓器を提供しようとする⽅が望ましいことである。
推定同意型を導⼊することによって増える臓器のうち、結果的に増える臓器の数は変わらなくても、その臓器が、意思表
⽰をしていなかったから摘出された臓器である、というのではなく、自ら提供するという意思表⽰のもとに提供された臓
器である、というケースが増えるように、より積極的な情報提供が⾏なわれていくべきである。
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臓器移植

――本人の意思と遺族の意思――
茅田亜紀

第一節 はじめに
１． 序
近年、世界の医療技術は⾶躍的な発展を遂げてきた。その結果、これまで助からなかった多くの患者が救われてきた反
⾯、数々の新しい問題が浮かび上がってくることとなった。臓器移植もその一つである。移植技術や免疫抑制剤の発展に
より、臓器に疾患のある人々は他人の健康な臓器を譲り受けることができるかもしれないと期待し、逆に、死期の迫った
人々やその家族は、臓器提供についての意思表⽰を迫られる可能性が出てきた。
⽇本では、1997 年 10 ⽉に臓器の移植に関する法律(以下、臓器移植法)が施⾏され、ほぼ同時に、臓器提供意思表⽰
カード(以下、ドナーカード)の配布も始まった。
しかし、この法律が定める臓器提供時の意思確認については問題があるように思われる。

２．臓器提供時の意思確認についての条⽂
臓器移植法第 6 条第 1 項によると、
「医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を
書⾯により表⽰している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき⼜は遺族がないとき
は、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の⾝体を含む)から摘出することができる」
となっている。さらに、同法附則第 4 条第 1 項によると、
「医師は、当分の間、第 6 条第 1 項に規定する場合のほか、死
亡した者が生存中に眼球⼜は腎臓を移植術に使用されるために提供する意思を書⾯により表⽰している場合及び当該意
思がないことを表⽰している場合以外の場合であって、遺族が当該眼球⼜は腎臓の摘出について書⾯により承諾している
ときにおいても、移植術に使用されるための眼球⼜は腎臓」を、
「脳死した者の⾝体以外の死体から摘出することができ
る」とも規定されている。

以上の条⽂を簡単に図で表してみると以下のようになる。

<臓器摘出の要件>
脳死した⾝体

死体(心停⽌した⾝体)

眼球・腎臓

本人の同意＋遺族の同意

遺族の同意

その他の臓器

本人の同意＋遺族の同意

×

※その他の臓器：心臓、肺、肝臓、その他厚生労働省令で定める内臓
※骨、皮膚、血管等の組織：本法の適用はなし

この図を⾒れば分かるように臓器の提供には遺族の同意が必要条件となっており、本人が脳死下での提供を望んでいる
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場合でも、遺族が反対すれば提供は実現されない。その一⽅で、死体(心停⽌した⾝体)については、本人の⾝体・臓器で
ありながら本人の同意が不要となっている。もちろん、書⾯において提供拒否の意思表⽰をしていれば臓器が摘出される
ことはないが、臓器の提供者（ドナー）が必ず書⾯での意思表⽰を⾏っているかは不明である。なぜならば、書⾯による
同意は一般的にドナーカードへの記⼊によって⾏われるが、そもそも当のカードの普及自体が順調に進んでいるとはいえ
ないからだ。

３．問題提起
このように、臓器移植は場合によってはドナー本人の意思よりも遺族の意思が優先される可能性がある。また、臓器移
植法の改正案として、本人が拒否の意思表⽰さえしていなければ遺族の同意のみで臓器が摘出できるようにすべきだ、と
いう考えまでも出てきている。しかし、自⾝の臓器を提供するという重要な場⾯において、本人の意思は遺族の意思より
も尊重されるべきではないのだろうか。
この論⽂においては、臓器提供における承諾要件について本人（ドナー）と家族の両⾯から考え、両者の意⾒が異なる
場合における望ましい臓器摘出の承諾要件を導き出したい。

第二節 臓器移植の現状
１． ドナーカードの普及
本人の意思表⽰は書⾯により⾏われなければならず、それは主にドナーカードによってなされる。本人の意思が尊重さ
れるためには、カードが普及していなければならないということだ。2006 年 11 ⽉に⾏われた内閣府による「臓器移植
に関する世論調査」によれば、ドナーカード（シール式も含む）所持者はわずか 8.0%であり、そのうち提供に必要な記
載事項をしっかり記⼊していたのは 60.3%であった。また、ドナーカードの存在自体を知らない者が 33.6%もいたので
ある。所持や記⼊については本人の自由と解釈できるが、存在そのものが認知されていないというのは問題であろう。
2007 年 3 ⽉には、そのような現状を打開するために⽇本臓器移植ネットワークがインターネットでの意思登録1１）を
開始した。これは特にインターネット利用率が⾼い若年層の登録を狙ったもので、初年度の登録者数は 10 万人を⾒込ん
でいたらしいが、約３ヶ⽉後の登録者数は 6753 人と目標達成にはほど遠い。移植ネットでは、スタート時の報道発表以
外に広報活動をしていなかったことが原因と分析している2。２）
このような普及状況では、いざというときに本人が希望を通すことは難しいのではないだろうか。ちなみに、法施⾏後
約 10 年間でドナーカードを持っていたことが判明したのはわずか 1,363 件という結果となっている。

２．医療の現場
①

提供者・移植希望登録者
1997 年 10 ⽉に臓器移植法が施⾏されてから 10 年以上が経過したが、どのくらいの提供者がいたのだろうか。⽇本

臓器移植ネットワークによると、脳死下での提供は 64 件（2008 年 1 ⽉ 26 ⽇現在）、心停⽌下での提供は年間 60〜100

1

単にインターネットで登録するだけのものではなく、登録後にカードが自宅に送付され、その後カードに記された ID

をインターネットに再登録することで本登録となる。
2

2007 年 6 ⽉ 5 ⽇ 読売新聞より
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件程度が⾏われている。心停⽌下での提供件数は法施⾏前と大きな差はない。
移植希望登録者数は、昔から提供が⾏われていた腎臓は 12,046 人、法施⾏後に登録が始まった臓器はいずれも 100
人台となっている。（2008 年 1 ⽉ 4 ⽇現在）

②

医師の態度
脳死下での提供の場合本人の書⾯による提供意思表⽰が必要だが、ドナーカード等を本人が所持しているのか、また、

それを家族は知っているのかは不明である。そのため、医師が患者本人やその家族にどのように接するかが重要になって
くる。
そもそも、⽇本では「北米の大半の地域とは異なり、医師は、患者の親族に臓器の提供を求める義務を法的には課せら
れていない。また、病院から要請されることもない。そのため、自分からその話を率直に切り出す医師もいるが、多くの
場合は家族の⽅から申し出ることになる」
（ロック 2004:164）らしい。また、
「臓器提供の問題を家族の⽅から切り出
すことはあまりなかったが、法律の成⽴以降この状況は変わりつつある。“初の脳死ドナーからの移植が⾏われた今、もっ
と毅然とした態度をとるべきだ”」（ロック 2004:225）と考える医師も現れつつある。
患者がドナーカードを所持していない場合でも心停⽌下での臓器提供は可能であり、医師が患者の家族に臓器提供を求
めることは誰にでも起こりうる。

③

遺族の心情
家族の死というものは、いずれかならずやって来るものである。交通事故、病気、あるいは⽼衰3３）など原因は様々だ

が、家族が亡くなったとき、もしくは亡くなりそうなときに冷静な判断が下せるのだろうか。
脳死下で本人が臓器提供の意思表⽰をしている場合、家族は提供を拒否するか同意するか選択しなければならなくなる。
ところが、脳死状態の人間は人工呼吸器によって呼吸しているために、血⾊もよく体温もあり排泄も⾏う。このような状
況下で臓器を提供するかどうかの決断を迫られるのは酷であろう。
また、心停⽌下で本人の提供意思が不明な場合、おそらく家族は自分自⾝の考えや推測される本人の考えに基づいて提
供の諾否を決めることとなるだろう。しかし、時間が経ってから思い直したり後悔したりすることがない、とは⾔い切れ
ない。
本人の意思がはっきりしていようがいまいが、状況によっては、家族は苦しい選択を迫られることになるのだ。

第三節 本人の自⼰決定権と遺族の権利の関係
１．それぞれの権利
まずは、臓器を提供する本人の意思についてだが、我々には、憲法 13 条の幸福追求権に基づく自⼰決定権というもの
がある。自⼰の⾝体についての処分権は本人が持つ、という意味での権利である。
次に、提供者ではない遺族の権利だが、遺族にドナーの臓器提供に関与する権利があるのだろうか。つまり、本人に提

3

臓器が提供できる条件として、はっきりとした年齢制限は設けられていない。ただ、肺や腎臓は 70 歳以下、心臓は 50

歳以下などと望ましいとされる基準は設けられている。
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供の意思がある場合、遺族の承諾は本人の現実意思に対する拒否権をも含む遺族固有の権利なのか、それとも、あくまで
も本人の現実意思への同意権なのか、である。前者は、臓器の処理については本人だけではなく本人と深く関わる遺族に
も同様に関与を認めるべきだ、という考え⽅である。例えば、基本的に死後の本人の⾝体は遺族によって葬られているこ
とからも、違和感なく導き出せる考え⽅である。この考え⽅によれば、臓器提供は両者の意思が一致した場合のみ可能で
あり、遺族は本人の意思を拒否することも可能となる。一⽅後者は、あくまでも遺族が本人の意思を保証するという考え
⽅で、臓器提供の際に本人の意思について拒否することはできない。遺族の承諾は単なる同意ということになる。

２．両者を同等に重視する考え
本人にも遺族にも権利があり、両者の意思が一致したときに初めて臓器が摘出される、とする説がある。この説を唱え
る石原⽒は、臓器提供の承諾要件について、いずれかの権利が優先することはないとしている。

死後の⾝体の処分についても自⼰の意思が尊重されることを期待する死者本人の生前の人格権から派生する本人の
自⼰決定権、そして、緊密な家族共同生活を通して作り上げてきた精神の相互浸透性から派生する、自らの⼿に帰し
た遺体に対する遺族自⾝の自⼰決定権。この両者の法益はともに大切であって、そのどちらか一⽅が当然に他⽅に優
先するという性質のものではない（石原 1997:198）

しかし、ここで挙げる遺族の自⼰決定権は本人との間に精神的な相互浸透を必要としている。これは、例えば遺族と本
人が⻑期に渡り共同生活を営んでいなかったり、あるいは不仲であったり、考え⽅を異にしていたりというように、家族
にも様々なスタイルがあるということを念頭から外しているように感じられる。そのために本人の自⼰決定権が侵害され
るのは望ましくない。

３．町野説〜本人の承諾不要〜
臓器移植法の改正案として、本人が拒否の意思表⽰さえしていなければ遺族の同意のみで臓器が摘出できるようにすべ
きだ、という考えを述べているのは町野⽒である。町野⽒によれば、基本的に人間は臓器提供の意思をもち、反対の意思
表⽰をしている場合にのみ提供がなされない。

およそ人間は、⾒も知らない他人に対しても善意を⽰す資質を持っている存在であることを前提にすると、たとえ死
後に臓器を提供する意思を現実に表⽰していなくとも、我々はそのように⾏動する本性を有している存在である。も
ちろん、反対の意思を表⽰することによって、自分は自分の⾝体をそのようなものとは考えないとしていたときには、
その意思は尊重されなければならない。しかしそのような反対の意思が表⽰されていない以上、臓器を摘出すること
は本人の自⼰決定に沿うものである。⾔い換えるならば、我々は、死後の臓器提供へと自⼰決定している存在なので
ある。

詰まるところ、町野⽒は性善説的な⽴場にいるようだが、この考えには相当の無理があるように思う。それは、反対の
意思表⽰を認めている点に現れている。反対の意思表⽰を認めるということは、少なくとも全ての人類が臓器提供を潜在
的に望んでいるのだとは考えていないということである。それを前提とすると、提供を拒否する人々は皆あらかじめ意思
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表⽰をしていなければならない。しかし、第⼆章での世論調査の結果でも分かるように、いまだにドナーカードの存在す
ら知らない人も大勢いる。そのような状態の世の中で、何も知らないまま自⼰の⾝体の処分権が⾏使されるというのは、
あまりにも不自然である。「提供について考えない自由、提供意思を表⽰しない自由といったものを認めないことになっ
てしまうのだ。」（倉持・⻑島 2003：152）
また、臓器移植というものに漠然とした不安があったり、臓器の提供先が指定できるならば提供したいと思っている人
もいる。彼らが⾒も知らない他人に善意を⽰し、死後の臓器提供意思を有するとはとても考えられない。

４．私⾒〜本人の意思の優先〜
私⾒としては、本人（ドナー）と遺族の意⾒が異なる場合における望ましい臓器摘出の承諾要件を考えるにあたり、本
人の意思を常に第一に尊重すべきだと考える。

臓器移植は、移植によって患者を救うという社会的な⾏為であると同時に、死体を傷つけ、その完全性を損ねる⾏為
でもある。いずれの⾏為を重要と考えるかについての普遍的な基準はなく、その判断は、まず第一に提供者本人の世
界観、価値観に委ねられた問題であるといってよい。その意味で、自⼰の死体の⾏⽅を自ら決定できことは個人の人
格的利益であり、死体はそのような死後にも残存する人格的利益の対象であるといえる。そのような考え⽅をとると
きには、臓器提供に関する死者本人の拒絶ないし承諾の意思表⽰は、本人の人格によってカバーされる決定として、
第一に尊重されるべきものと捉えられることになろう（宇都⽊・平林

1994:103）
。

ここで、それならば遺族の意思は本人の意思の次に尊重されるべきなのかが問題となってくるが、⾦沢⽒によれば、
「死
後の臓器提供は、他人を救うための愛他的⾏為として⾼く評価されなければならず、このような死者の自⼰決定権はもっ
とも尊重されるべきである。それに対して遺族の遺体に対する利益といえば、死者を埋葬し、死者に対する哀惜の念と敬
虔感情を害されないことである。そして死者に対する敬虔感情は、死者の意思決定を拒否することによって守られるどこ
ろか、かえって損なわれることになる」のである。
また、石原⽒が⾔うような「緊密な家族共同生活を通して作り上げてきた精神の相互浸透性から派生する、自らの⼿に
帰した遺体に対する遺族自⾝の自⼰決定権」が存在するとしても、
「臓器を摘出しても、遺体の外観的完全性は容易に維
持できるので、それによって遺族の葬祭権が侵害されることもない。そうすると、臓器摘出を認めた死者の人格権は遺族
の人格権に優先することは明らかであって、本人の提供意思が表⽰されているときは、遺族は臓器摘出を拒否する権利を
有しないといわなければならない」（石原 1997:194）のである。
すなわち、臓器の提供を本人が望むならば提供し、拒否または意思不明の場合は提供しないものとし、遺族の承諾を単
なる本人の現実意思への同意と考える。従って、医療の現場において本人が臓器提供に同意している場合には、遺族の選
択肢は本人意思への同意のみとなる。ただし、遺族が一時的な精神不安から脱却できるまでは、同意権を留保することが
できるものと考える。結果として、遺族が臓器摘出が可能な間に同意権を⾏使できなければ臓器は提供されないこととな
る。
遺族が哀惜の念という一時の感情で本人の意思に逆らうと、後に一生後悔することになりかねない。だからこそ、本人
の⾝体の処分は本人が決定するべきである。ただし、本人の意思を常に第一に尊重するという⽴場から、本人の安易な臓
器提供への承諾意思表⽰には賛成できない。また、遺族の同意権が医師からの圧⼒によって⾏使されないように、医療現
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場における医師たちの採るべき姿勢を明確に統一しなければならないと考える。
まず、附則第４条第１項において心停⽌下での本人意思を必要としていない現状を考えると、ドナーカードは任意では
なく強制であることが望ましいのではないだろうか。そして、その際には ID カードのような登録制のものとし、臓器移
植についての問題点を含む十分な情報を分かりやすい形で提供するべきであろう。また、登録の意思がない者については
臓器の提供を拒否していると考えるのが妥当であろう。本人の意思が拒否または承諾はっきり定まり、意思不明という状
態をなくす。そのような状況において最も大切なのは、承諾の意思を選択する場合に自分自⾝の価値観や信念に加え、家
族がどう感じるか、負担をかけたりはしないかをよく検討することである。意思表⽰を強制にすることで、いやでも人々
は臓器移植についてしっかり考える機会が増えるはずであり、その時には家族とお互いの意思を確認し合うのがよい。た
だし、ドナーカードの強制など簡単に実⾏できるものではないことを考慮すると、とりあえずは附則第４条第１項を削除
するのがよいだろう。削除することで臓器提供が減少してしまうことを恐れるよりも、削除されないままで曖昧な意思決
定がなされていることをおそれるべきであろう。

第四節 おわりに
この論⽂においては、臓器移植という医療⾏為での問題点の一つである臓器提供の承諾要件について論じてみた。臓器
移植については新聞やテレビなどでもよく取り上げられ、議論も活発化している。しかし、何よりも大切なのは臓器移植
が不要になることだと思う。人工呼吸器等の延命装置の発達により臓器移植の問題は拡大、表⾯化してきた。しかし、現
在、人工心臓や再生医療などの研究が進んでいる。2007 年には、⽇本の医療機器メーカーが開発した補助人工心臓が欧
州で発売された。認可がなかなか下りないなどの問題はあるが、少しずつ前進しつつあり、医学の進歩が引き起こした問
題を医学・科学技術の進歩が解決する⽇も近いのかもしれない。

・参考⽂献
M・ロック著、坂下雅子訳（2004）『脳死と臓器移植の医療人類学』
、みすず書房
石原明（1997）『医療と法と生命倫理』
、⽇本評論社
宇都⽊伸、平林勝政編（1994）『フォーラム医事法学』、尚学社
倉持武、⻑島隆編（2003）『生命倫理コロッキウム２ 臓器移植と生命倫理』、太陽出版
中⼭研一、福間誠之編（1998）『臓器移植法ハンドブック』、⽇本評論社
宮崎真由（2001）「「死者の人格権」の可能性 臓器移植法改正に向けて」
『現代⽂明学研究』第４号(2001):195-216

・参考 HP
生命学ホームページ：http://www.lifestudies.org/jp/machino02.htm（町野朔 研究）
臓器移植に関する世論調査：http://www8.cao.go.jp/survey/h18/h18-isyoku/index.html
⽇本臓器移植ネットワーク：http://www.jotnw.or.jp/index.html
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各国における臓器（組織）移植仲介業者に対する法的規定は妥当か？
法田佐智子
第一節、はじめに
現在、多くの国で臓器移植に関する法規定が制定されているが、⽇本を含む大半の国（アメリカ、中国、韓国、シンガ
ポール、インド等）で臓器売買禁⽌規定（つまり、臓器の対価⽀払いの禁⽌）が定められている。かつては臓器売買によ
る移植が大々的に⾏われていたインドでも 1994 年に「ヒト臓器移植法」が制定され、その件数は大幅に減少したと⾒ら
れている。
しかし、世界には、例外的に臓器売買禁⽌規定が定められていない国々（フィリピン、マレーシア、パキスタン等）をは
じめとする各国で未だ臓器売買が蔓延しているというのが現状である。
では、主な臓器移植が実際にどのような流れで⾏われているかを⾒てみたい。

臓器提供者

臓器

（ﾄﾞﾅｰ）

臓器等提供機関

臓器

（ﾊﾞﾝｸ・会社・病院）

移植医療機
関

代⾦・報酬

上の図（粟谷剛

臓器

患者
（ﾚｼﾋﾟｴﾝﾄ）

代⾦・報酬

2003）の流れにおいて、一般に最も大きな⾦銭的利益を得ているのは「臓器等提供機関」
（仲介業者）

であると⾔われている。図からわかるように、臓器売買禁⽌規定に則った場合、臓器移植を⾏う上では臓器を提供したド
ナーだけが何の対価も得ていないのである。そうした無償の材料を基に、他の者達が利益を得ている現実が本当に妥当と
⾔えるであろうか。
以下、この論⽂を通じてこの「無償の材料（ドナーから提供された臓器）を基に⾏われる臓器（組織）移植仲介業者に
よるビジネス」について考察を⾏い、私⾒を述べたい。

第二節、具体的事例
ここでは、実際に仲介業者が関与している臓器移植の具体的事例を紹介したい。

１、スーザン・サットンの事例
L.アンドルーズと D.ネルキンの著書『人体市場』に紹介されていた実際の事例を⾒てみたい。
スーザン・サットンという⼥性が自殺した時、彼⼥の両親は彼⼥の心臓、肝臓、角膜、皮膚を移植に用いることを許可
した。しかし両親は貧しさのため、彼⼥の葬式代を出すことも出来なかった。ところが、後になって、彼⼥の臓器を基に
何段階にも渡って利益が上げられていたことを知り、両親は激怒した。病院と医療チームは、⾝体部品の受け取り⼿（レ
シピエント）の保険会社から何千ドルもの⽀払いを受けていた。移植をコーディネートする機関は、⼆万⼆〇〇ドル以上
を得た。レシピエント側から病院に⽀払われるお⾦には、移植医療費だけでなく、その臓器自体の代⾦も含まれている。
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腎臓や心臓は一万六〇〇〇ドル、肝臓は⼆万一〇〇〇ドルといったところが相場である。しかし、サットンの両親には一
門の⽀払われなかったのである。墓石を買うことができなかったため、スーザンは墓標のない墓地に埋葬されている。

２、胎児の臓器ビジネスの事例
一橋⽂哉の著書『ドナービジネス』に記載されていた事例を紹介したい。
現在、⽇本の人工中絶件数は約百万件と⾔われているが、実数は年間百⼆十万人に上る新生児より多いと考えられて
いる。これらの中絶胎児たちは、病院や個人医院を巡回する医療廃棄物処理業者によって病棟のゴミ置き場からこっそり
と運び出され、主に産業廃棄物処理場にたどり着くのだが、一部は大学の医学部や製薬・医療関係企業の研究室で実験材
料として利用される。これらの中絶胎児を研究用に使う場合、公⽴や大学病院では一般的に妊婦の了解を取り付けた上で
内部の研究セクションに回される。一⽅、⺠間の病院や産婦人科は前述の業者に「⼿数料」を⽀払い、密かに処理を委託
しているのが現状である。
医療先進国の米国では一体、どうなっているのか。胎児の売買が法律で禁⽌されているのは⽇本と同じだが、米国の
医療機関には胎児専門の収集・処理業者が存在する。彼らは病院側から「回収・処理料」を徴収して胎児を回収し、臓器、
組織別に標本や研究素材に“加工”して保存する。その“加工品”を研究機関などに提供し、「研究協⼒への謝礼」として報
酬を受け取ることで、巧みに法の網をくぐり抜けている。米国⽴衛生研究所（NIH）が数回にわたって調査を試みたが、
業者側はプライバシーの保護などを理由に断固として協⼒を拒否している為、胎児ビジネスの実態はよくわかっていない
のが現状である。しかし、シカゴ市を拠点とするある業者従業員によると、胎児の売値は需要と供給バランスや臓器・組
織の種類によって異なるが、研究材料一件につき平均 400 ドル（約 4 万 8 千円）近くになり、業界最大⼿の業者は軽く
年間一万数件は捌くため、単純計算でも 400 万〜450 万ドル（4 億 8 千万〜5 億 4 千万円）位の売上げが予想される。
しかも、その利益は伸びる一⽅で、今後、ますます大きなビジネスになると考えられる。NIH も報告書の中で「中絶胎
児が供給されないと、研究機関に十分な素材を提供することは難しく、研究プログラムに⽀障をきたす恐れがある」と胎
児利用の重要性を認め、業者の存在を黙認している。

３、死刑囚からの臓器摘出の事例
佐藤⽂昭、⽔野昌美の著書『操作・再生される人体！』の中で紹介された粟屋剛の「臓器を売る、死体を掘る、生首を
輸⼊する人々」という論⽂によると、中国で⾏われている臓器移植のドナーはほとんどが死刑囚であり、中国政府の内部
⽂書に書かれた規定によると「死刑囚もしくは家族の同意があれば臓器を摘出できる」ということになっている。しかし、
実際には、同意の⼿続きを取らなかったケースや、死刑囚や家族の拒否を無視したケース、拒否した死刑囚や家族に対し
て⾦銭を提供したケースなどが報告されている。もちろん移植を受ける患者は移植費用を払うのだが、死刑囚の家族に多
少のお⾦を渡す場合を除き、そのお⾦はブローカーや警察、病院、軍に⼊るという。（粟谷剛 2001）1

1

2007 年 4 ⽉ 12 ⽇、中国当局は、いかなる団体または個人が人体臓器売買およびそれに関連する活動を禁⽌する「人
体臓器移植条例」を公布し、5 ⽉ 1 ⽇より実⾏することを発表した。しかし、一部の人権団体および人権活動家たちは、
中国当局の新しい条例には多くの欠点が存在し、もっとも問題視されているのは、死刑囚からの臓器摘出問題は解決で
きていないことを指摘した。（インターネット⽂献『大紀元⽇本』）
2007 年 10 ⽉ 18 ⽇、国際社会による 2008 年北京五輪ボイコット運動による圧⼒を背景に、中国当局が世界医学
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第三節、臓器移植仲介業者の実態。
ここでは、臓器移植仲介業者の現状や具体的業務内容、代表的仲介業者団体の概要について述べたいと思う。

１、仲介業者の現状
仲介業者には非営利団体と、株式会社の形態をとる営利団体が存在する。営利団体の中には、かなりの利益をあげ、ビ
ジネスとして成功させているものが多く存在する。また、非営利団体から提供される臓器・組織の価格には通常、その
摘出費、輸送費、加工費、保存費などの費用が反映されるのみで、利潤は⾒込まれていないというが、当然、それらの
団体の職員給与やボーナスは必要経費として計算されている。
以下は、一橋⽂哉（2002）
『ドナービジネス』の中で、臓器ブローカーが筆者の取材に対して語った臓器移植の実態と
筆者自⾝の意⾒である。

「よく考えてみると、常に厳しく監視され、処罰を受けるのはアジア諸国のように直接的な臓器売買とドナーへの謝礼の
⽀払いだけで、医療機関や臓器バンクに無償提供された臓器や組織がその後、商品として加工され、販売されている欧米
諸国の実態は、完全に黙認されています。先進国の企業は儲けてもいいが、開発途上国の貧しい人々はダメというのは明
らかに不公平で、先進国の傲慢でしかありません」（一橋 2002:148）

「米国ではもはや、人体ビジネス一大産業と化している。腎臓や肝臓などの臓器のほか、心臓弁、アキレス腱といった“部
品”を加工、凍結し、数千〜⼆万ドルで“バラ売り”しており、⽇本でも米国から皮膚や肝細胞などを購⼊しているのが実
情だ。その米国でも、ドナーから直接臓器を購⼊することは、臓器移植法で禁⽌されている。が、臓器マフィアは臓器や
組織を集めて、病院などに研究・実験材料として提供し、“謝礼”の形で代⾦を受け取って、巨額の利益を上げている。」
（一
橋 2002:225）

２、仲介業者の業務の流れ（粟谷剛 2003）
仲介業者の業務の流れは以下のようになっている。
①ヒト組織や臓器の⼊⼿
ドナーから臓器や組織を摘出する。法律で臓器売買禁⽌規定が設けられている国であれば、勿論、この臓器や組織に
対する対価は⽀払われない。
②ヒト組織や臓器の加工・保存
運ばれてきた組織や臓器を決められた形状にそろえ、薬品処理をして保存する。
③ヒト組織や臓器の出荷

学会と合議書を交わし、囚人あるいは他の監禁者の臓器を移植しないと約束した。しかし、中華医学会国際⽀部の劉志⽒
はシドニー・モーニング・ヘラルド紙の取材で、今回医学会が交わした約束には実質的な法的効⼒がないと指摘し、中国
当局と医療関係者による政策制定には、多少の影響を与えるのを期待していると述べた。
（インターネット⽂献『大紀元⽇本』）
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移植医療機関の要請に応じて出荷する。

３、具体例
①クライオライフ社（米）（粟谷剛 2003）
クライオライフ社は 1984 年、ベンチャー企業として創業。
従業員数は 1999 年当時で約 360 人であり、総収⼊は約 6000 万ドル（約 72 億円）、純利益は約 600 万ドル（約 7
億 2000 万円）に上る。創業以来、これらの数字は右肩上がりに成⻑を続けている。また、1993 年にはナスダックにも
株式上場を果たし、その後、ニューヨーク市場に上場している。
製品の値段は、1997 年当時、心臓弁（大動脈弁、肺動脈弁、僧帽弁）1 つあたり 6950 ドル（約 83 万円）、アキレス
腱 1 つあたり 2500 ドル（約 30 万円）、血管（⻑さにより多少差はある）およそ 2000〜3000 ドル（約 24 万〜36 万
円）が相場である。

②オステオテック社（米）
（2005 年 5 ⽉ 21 ⽇放送『NHK スペシャル

世紀を超えて！脳死移植！生と死の問いかけ！』
）

アメリカ、ニュージャージ州に拠点を置き、脳死者からの骨を専門に加工、大腿骨、骨盤、ひざから下の部分等に分け
て保存し、注⽂に合わせて骨を加工する。骨を加工する時に出る、骨の粉末までも活用し、背骨の治療用増強剤として使
用。1 ビンあたり約 9 万円で販売。このほか血管、アキレス腱、心臓弁なども加工販売している。年間売上げは 80 億円
以上にも上るという。
米国では人間の臓器や組織の売買は法律で禁じられている。しかし、摘出、輸送、加工、保存などに対する「妥当な⼿
数料」は認められている点に目をつけ、これらの団体はビジネスを⾏っている。しかし当然、このような⾔わば、法の抜
け穴をついたかのようなビジネスには反発の声もある。

③ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（J-TEC）社（⽇）（一橋⽂哉 2002）
1999 年 2 ⽉、医療関連会社『ニデック』社が中心となり、大⼿製薬、陶器会社など 4 社が出資し、愛知県蒲郡市郊外
に設⽴した⽇本初のバイオベンチャー企業。
ヒトから採取した細胞で皮膚や軟骨を作り、移植用組織として商品化している。
⽇本では、現在、アメリカほど多くのヒト組織・臓器バンクは存在せず、営利目的なものも顕在してはいない。しかし、
専門家の中には、営利目的のヒト組織・臓器バンク出現を危惧する者もいる。

第四節、各国の法的規定
この節では、⽇本とアメリカにおける「臓器・組織移植」に関する法的規定を⾒ていきたい。
①⽇本：
⽇本では、臓器移植に関しては「臓器の移植に関する法律」が制定されている。
組織移植に関する法律は制定されていないが、現在は⽇本組織移植学会による「ヒト組織を利用する医
療⾏為の倫理的問題に関するガイドライン」（平成 14 年 8 ⽉ 2 ⽇発表）及び「ヒト組織を利用する医
療⾏為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」（平成 14 年 8 ⽉ 2 ⽇発表）に沿って組織移
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植が⾏われている。

「臓器の移植に関する法律」
（臓器売買等の禁止）
第十一条

何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産
上の利益の供与を受け、⼜はその要求若しくは約束をしてはならない。

２

何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの
対価として財産上の利益を供与し、⼜はその申込み若しくは約束をしてはならない。

３

何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせ
んをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与を受け、⼜はその要
求若しくは約束をしてはならない。

４

何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせ
んを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を供与し、⼜はその申
込み若しくは約束をしてはならない。

５

何人も、臓器が前項の規定のいずれかに違反する⾏為に係るものであることを知って、当該臓器
を摘出し、⼜は移植術に使用してはならない。

６

第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘出、保存若
しくは移送⼜は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓器を提供すること
若しくはその提供を受けること⼜はそれらのあっせんをすることに関して通常必要であると認
められるものは、含まれない。

（業として⾏う臓器のあっせんの許可）
第十二条

業として臓器術に使用されるための臓器（死体から摘出されるもの⼜は摘出されたものに限る。）
を提供すること⼜はその提供を受けることのあっせん（以下「業として⾏う臓器のあっせん」と
いう。）をしようとする者は、厚生省令で定めるところにより、臓器の別ごとに、厚生大⾂の許
可を受けなければならない。

２

厚生大⾂は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の許可
をしてはならない。
一 営利を目的とするおそれがあると認められる者
⼆

業として⾏う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選択を
公平かつ適正に⾏わないおそれがあると認められる者

ヒト組織を利用する医療⾏為の倫理的問題に関するガイドライン（学会誌[移植] 12 ⽉号）
「 ヒト組織の提供は無償で⾏われるべきものである。ヒト組織の採取にあたっては、その対価として財産
上の利益をドナー側に供与してはならない。⼜、組織バンクは非営利機関として、採取したヒト組織を移
植施設等に提供するにあたって、その対価としての財産上の利益供与を受けてはならない。」 といった無
償提供の原則が定められている。
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また、「組織バンクは、非営利機関として移植施設に対してヒト組織を提供すること若しくは提供したこ
との対価として移植施設、患者等から財産上の利益を受け、⼜はその要求若しくは約束をしてはならない。
ただし、通常必要である範囲の交通費、通信費、コーディネーションに係わる費用、ヒト組織の採取、保
存⼜は移送等に係る経費・費用については「対価」とみなさない。」という規定が定められている。

ヒト組織を利用する医療⾏為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン（学会誌[移植] 12 ⽉号）
当ガイドラインでは、ヒト組織の移植施設への提供及び移植への利用について「組織バンクは、非営利機
関として移植施設に対してヒト組織を提供すること若しくは提供したことの対価として移植施設、患者等
から財産上の利益を受け、またはその要求若しくは約束をしてはならない。ただし、組織バンクとしての
活動を⾏うことに通常必要である範囲の交通費、通信費、コーディネーションに関る費用、ヒト組織の採
取、保存⼜は移送に係る経費・費用については「対価」とみなさない。」とし、
「ドナーからの細胞・組織
の提供は無対価で⾏われるものとする。ただし、細胞・組織の提供により生じるドナーの負担につき、交
通費等実際にかかった費用を勘案しつつ、倫理委員会の了承を得た上で、適切な補填がなされることはこ
の限りでない。」といった無償提供の規則を定めている。

②アメリカ：
アメリカでは、1984 年に制定された「全米臓器移植法」によって臓器売買が禁⽌されている。

全米臓器移植法

（インターネット⽂献『National Organ Transplantation Act』
）

法では「器官売買の禁⽌」を定めており、人間の器官には人間(胎児の)の肝臓、心臓、肺、すい臓、骨髄、角膜、目、
骨、皮膚のどんな下位区分やいかなる他の人間の器官も含むとされている。また、器官売買という用語には、人間の器官
の取り外し、輸送、移植、処理、保存、品質管理、および格納に関連している費用と提供者の旅費、生活費を含まない旨
の規定が定められている。

以上の下線部分が、本論⽂の問題とする「臓器移植仲介業者」が罰せられることなく存在している原因となる法の落と
し穴である。

第五節、まとめ（私⾒）
ドナー不足の問題が深刻化する中で、多くの国では倫理的観点から「臓器売買の禁⽌規定」を定めている。しかし、こ
の「提供者の善意に基づく無償提供」というシステムを利用した人体ビジネスが世界中に蔓延し、莫大な資⾦のやりとり
が⾏われているというのが、現在の臓器移植の実情である。
その中でも、私が最も問題視しているのが、臓器移植仲介業者による無償の材料（ドナーから提供された臓器）を基に
⾏われる、⾔わば、濡れ⼿に粟のようなビジネスである。このようなビジネスが裁かれることなく横⾏している最も大き
な原因は、法規定の不備と考えられる。臓器（組織）売買の禁⽌規定は、
「臓器売買はドナーからの搾取である」
、
「臓器
売買はドナーとなる人間の尊厳を汚す」といった「ドナー保護」の概念に基づいて（勿論、他の理由もあるであろうが）
定められていると考えられるが、本当にドナーに対する対価の⽀払いを禁⽌するだけで良いのであろうか。第四節でも取
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り上げたが、一般的に臓器（組織）移植に関する法規定や指針では、臓器移植の斡旋を⾏う業者や、その他の臓器移植に
関与する業者の条件として「非営利であること」を定めている。しかし一⽅で、
「通常必要である範囲の交通費、通信費、
コーディネーションに係わる費用、ヒト組織の採取、保存⼜は移送等に係る経費・費用については対価とみなさない。
」
といった内容の規定が定められており、業者はこれらの費用と称して、多額の⾦銭を儲けている。
「非営利であること」
を条件としている以上、政府は、実際にかかる経費を正確に調査し、具体的な範囲を提⽰した上で、その範囲を超える⾦
銭を受け取っているものがいれば、厳重に罰するなどの処置を取らなくてはいけない。それでも状況の改善が⾒込めない
場合は、⺠間の参⼊を禁じ、公的機関のみで臓器移植の仲介を⾏うべきではないだろうか。しかし、実際には、
「営利で
あること」の取り締まりを徹底した場合、⺠間の中でその役割を買って出るものがいるだろうか。この場合、臓器移植に
対しての特別な強い思いがある者のボランティア団体や NPO 団体に頼ることになるであろうが、なかなか実現は難しい
であろう。そうするとやはり、国が中介業を運営する事になるが、その際に問題となることとして、次の３つのようなこ
とが考えられる。
①稀少な臓器を無駄にしないためには、完全な受け⼊れ体制（人員の常駐体制）が必要である。また、⼿厚
い待遇をうける公務員を雇うのだから、人件費も⺠間運営よりも⾼くなると考えられる。勿論、国が運営する以上、それ
らの費用は税⾦で運営されることになるが、国⺠の賛成を得られるだろうか。
②⽇本では、臓器移植への考え⽅や宗教的観念などの要因から、他国と⽐較してもドナーの数が少ない。国境を越えた
臓器のやり取りが無くなってしまうと、レシピエントの移植の機会は格段に減少してしまうであろう。それを防⽌するた
めには、国際的な組織作りが必要となるが、現実的に可能であろうか。
③現在の⺠間運営の場合、⾼額な医療費を⽀払うことの出来る者だけが移植⼿術を受けることが出来ている。しかし、
公的機関が運営することになれば、貧富に関らず、全国⺠に平等に移植⼿術の機会を与えなければならないであろう。そ
の場合、稀少な臓器を一体どのように配分すればよいだろうか。
以下、それぞれの問題点についての解決策を考えてみたい。
①臓器を無駄にしないための完全な受け⼊れ体制（人員の常駐体制）の実現には、既に各地に点在している
公的機関（国公⽴の病院や救急、消防、警察など）の従業員をうまく使うことが良いだろう。提供可能な臓器が発生し次
第、早急に駆けつけ、設備の整った場所に移送する。移送するのに特別な専門知識や能⼒は必要ないので、十分実⾏可能
だと考えられる。そうすることで、新たに雇う人員数も最小限に留めることが出来る。また、運営に必要な経費に関して
は、税⾦ではなくレシピエントに医療費として請求する。今まで仲介業者が移植費用に⾼額の「経費」を加えて請求して
いた⾦額に⽐較すると、それでも随分安上がりになるであろう。
②ドナー不足が著しい我が国では、移植⼿術のシステムを充実したものにする為には他国からの臓器輸⼊が絶対に必要
である。しかし、本論⽂で挙げたビジネスは世界各国で⾏われており、それぞれの国が公営化に乗り出し、全⼒で当問題
解決を目指すのならば、国際的なシステム作りも可能であろう。
③現在、臓器以外の稀少な医療資源も実際に何らかの基準に従って分配されているはずである。その基準を参考に、出
来る限り平等に、無駄なく配分されることが望まれる。その為には、個人の医師の判断に決定権を委ねる事や、病院組織
の⼒関係などが決定に影響を及ぼさないよう、医療倫理委員会などの独⽴した⽴場での判断が可能で、かつ、⾼度な専門
知識に基づく判断できる機関を確⽴することが必要と考える。
本論⽂に取り上げたこの「臓器移植における仲介業者の人体ビジネス」において、世間の認知度は未だあまり⾼いとは
⾔えず、専門家による議論も十分に⾏われていない。私はこの論⽂が、目にして下さった⽅にとって、この問題に関心を
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持ち、問題意識を抱く多少の機会となるのを期待している。また、いつの⽇か、この問題が世の中から無くなることを強
く望む。
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胎児診断による障害胎児の中絶を選択する権利は⼥性に与えられるべきか
⼭田佳奈
「健康な子供を産みたい」
これは全ての⺟親の素朴な願いである。しかし、先天性異常や遺伝子疾患を持って生まれてくる確率は低くない。⽇本
⺟性保護産婦人科医会によると、1996 年までの過去 25 年間の新生児の先天異常発生率は 0.91％と報告されている。
現在、生殖医療技術のめざましい発達によって、わたしたちは出産前に胎児の様々な様子・状況を詳しく知ることが出
来る。それらの検査は両親・医師にとって、胎児の健やかな成⻑を⾒守る指針にもなる一⽅で、障害を発⾒することにも
役⽴っている。あらかじめ生まれてくる子供が治療不可能な障害を負っているとわかった場合、⺟親は苦悩の選択を迫ら
れる事になる。

第一節 始めに
現在、生殖医療技術のめざましい発達によって、わたしたちは出産前に胎児の様々な様子・状況を詳しく知ることが出
来る。羊⽔検査、超⾳波、絨毛検査、胎児採血、着床前診断・・・。それらの検査は両親・医師にとって、胎児の健やか
な成⻑を⾒守る指針にもなるが、その一⽅で、今まで生まれるまでわからなかった様々な障害を発⾒することにも役⽴っ
ている。
もし、検査の結果、胎児に障害があるとわかった場合、その診断は、⺟親のその後の選択に多かれ少なかれ影響を与え
られると思われる。「治療不可能な障害を持って生まれてくる」と判断された胎児の親が、その命の中絶を選ぶ場合、生
まれる生命を親が選んでよいのか、という問題がまず生まれてくる。一⽅で、治療不可能な障害を持って生まれてくる子
供を育てるには、経済的にも精神的にも社会的にも、親にとっては大きな負担となる可能性が⾼い現状もある。
前者の問題に対して障害者団体は、
「命の選別は障害者差別に繋がり、障害者の生きる権利を奪うものだ」として、抗
議声明を出したり、検査の凍結を厚生省に求めるなど抵抗している。1 後者の問題に対しては、⼥性団体が「産む・産
まないは⼥性の自⼰決定である」
「⼥性の権利を主張することと、障害者差別は別問題である」という意⾒を上げている。
社会的な背景として、実際の生活⽀援の不十分さや資⾦調達の難しさなども考える必要がある。

１-１．胎児診断でわかること
胎児を対象として、疾患の診断や胎児状態の評価を⾏う胎児診断には、大きく分けて次の４つの⽅法がある。
①

画像診断法（Ｘ線，超⾳波，ＭＲＩ）

②

胎児から細胞を採取して検査する⽅法（羊⽔，絨毛，臍帯血）

③

⺟体血を使用して検査する⽅法

④

胎児鏡を用いる⽅法

1

⽇本ダウン症協会「⺟体血清マーカーテストの臨床応用ならびに「胎児条項」をめぐる議論の有り⽅についての意⾒書」1997 年 4
⽉ 7 ⽇、厚生大⾂小泉純一郎宛
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以上の検査法の中から、単独、または複数の検査を組み合わせて診断。従来の遺伝カウンセリングが遺伝形式の決定か
ら再発危険率の推定といった確率を論じたものだったのに対し、今は、絨毛や羊⽔中の胎児細胞の染⾊体分析やＤＮＡ診
断、胎児細胞の酵素活性の評価による代謝異常症の診断など、出生前に胎児異常の有無を直接診断できる。
まず、超音波検査による画像診断や母体血液検査で胎児を診断。画像診断では、胎児の発育状態や健康状態、奇形
などの異常を見つけることが出来る。血液検査では、母親の血液中に含まれる、たんぱく質やホルモンの量を調べて、
障害のある確率を判定する。これらの検査の結果、問題がありそうな場合に、更に確定診断として胎児の細胞を摂取
して行う検査をする。1
①⺟体血を使用して⾏う検査
⺟体血清マーカー試験：
妊娠１５週前後で実施。⺟体血の採血という、簡単で非侵襲的な検査だが、調べられる対象疾患はダウン症・18 ト
リソミー・13 トリソミー・無脳症・開放性神経管児などに限られ、確定診断ではなく、確率診断。現在欧米では一
般臨床検査として数多く⾏われているが、⽇本はまだその臨床応用が開始されたばかり。
②胎児から細胞を摂取して⾏う検査
羊⽔検査：時期は妊娠 15〜18 週。染⾊体異常・約 60 種類の先天性代謝異常症・中枢神経奇形が調べられる。流産に
至る可能性は 0.5％未満（約 0.2％）
。2
繊毛検査：時期は妊娠 9〜11 週。染⾊体異常・遺伝子病が調べられる。妊娠早期に⾏われるため流産の危険率は 2％
と⾼い。
臍帯採血：妊娠時期により採血量の制限がある。染⾊体異常・遺伝子病だけでなく、ＩＴＰ合併妊娠での胎児血小板
測定や，Ｒｈ不適合妊娠での胎児溶血性貧血，胎児⽔腫での貧血の検査など，胎児血を直接採取しないと
分析できないものも調べられる。子宮内で穿刺、胎児死亡率は 1％。

⽇本では、どのような場合に出生前診断が⾏われているのか。
一般的には、先天異常の胎児診断，特に妊娠初期絨毛検査に関する⾒解（⽇本産科婦人科学会，昭和 63 年）a〜g に
⽰された夫婦からの希望があった場合に適用される。この中で⽐較的頻度の⾼いのは a・b・c、また最近は⺟体血清マー
カー値異常でも⾏われる。3
ａ）両親のいずれかが染⾊体異常保因者
ｂ）染⾊体異常児出産の既住（両親が正常であっても、既住がある場合は染⾊体異常児を反復して妊娠する率が⾼い。
一般的にはその年齢に対応する異常率の約３倍）

1

検査に関する数字は、信州大学医学部付属病院遺伝子診療部のＨＰを参考。

2

現在⽇本での実施は年間約１万例。

3

平成 11 年７⽉ 21 ⽇に厚生省は「⺟体血清マーカー検査に関する⾒解」の中で、⺟体血清マーカー検査には、十分な
説明が⾏われていない傾向があること、胎児に疾患がある可能性を確率で⽰すものに過ぎないこと、胎児の疾患の発⾒
を目的としたマススクリーニング検査として⾏われる懸念があることといった特質と問題があること等から、医師は妊
婦に対し本検査の情報を積極的に知らせる必要はなく，本検査を勧めるべきでもない、と述べており、本検査の内容や
問題点を十分に理解したうえで自⼰決定した妊婦が適応対象と⾔える。
45

ｃ）⾼齢妊娠（胎児染⾊体異常の 50％を占める常染⾊体トリソミーの率は、⺟体の加齢に伴って⾼くなる。1）

１-２．訴訟の始まり〜Wrongful birth・Wrongful life〜
出生前診断の普及につれて、世界的に、Wrongful birth・Wrongful life という概念が登場し、それに基づいた訴訟が
提起されだした。まず、Wrongful birth(ロングフル・バース)とは、障害児を産んだ親からの視点で、知っていたら産ま
なかった出産、出産回避の機会喪失を指す。Wrongful life(ロングフル・ライフ)とは、障害を抱える本人からの視点で、
生まれないほうが良かった人生、望まない生、予期しない生存を意味する。これらの考え⽅に基づいて、Wrongful life
訴訟(Wrongful adoption)が⾏われる。Wrongful life 訴訟とは、
「子が先天性障害を持って出生した場合に（……）子自
⾝が、医師の過失がなければ、障害を伴う自分の出生は回避できたはずである、と主張して提起する損害賠償請求訴訟」
を指す（丸⼭ 1995）。ここで⾔う「医師の過失」とは、多くの場合、通常の医療過誤事件のように医師が患者を傷つけ
たことを指すのではなく、先天性障害のある子の誕生する可能性についての正確な情報を医師が親に告げなかったために、
避妊や中絶によってその出生を回避する機会が奪われ、結果として障害のある子が生まれてしまったことそれ自体を意味
する。

Wrongful life 訴訟の事例
①

⽇本の事例(平成 15 年 4 ⽉ 25 ⽇東京地⽅裁判所)
原告 X の子 A は平成４年に生まれたが、PM 病にかかっていることが判明した。X らは、A の２歳の診察時に、

次の子どもの病気の有無を心⾝障害児の専門病院の医師 B に質問。B 医師は「兄弟に同一の症状が出ることは
まずない」と説明。同病院の C 医師も同意。しかし平成 11 年 10 ⽉ 20 ⽇に出生した X らの三男Ｄは PM 病に
罹患していた。PM 病は典型的に伴性劣性遺伝の形式を取り、男子の５０％で PM 病の子が生まれ、⼥子の５０％
に PM 病の保因者が生まれるにも関わらず、その危険性の説明をしなかったとの事実を裁判所は認定し、病院を
開設する社会福祉法人Ｙに X の出産の判断に関する自⼰決定に不当な影響を与えた精神的苦痛につき 1600 万
円（+弁護士費用 80 万円）の賠償が命じられた。2
②フランスの事例(2001/11/28 フランス最⾼裁)
フランスの最⾼裁は、ダウン症候群を持って生まれた男児のリオネル（仮名、６）に対し、彼の出産を担当し
た医療陣は賠償の義務があると判決した。リオネルの⺟は、妊娠中自分を診察した医師が、超⾳波検査のときダ
ウン症のリオネル君を「異常なし」と誤診、⺟親に中絶という選択肢を選ばせなかったことを医療ミスとし、障
害を発⾒していれば中絶していたはずと述べ、障害を抱えて生まれたことでリオネルが被った精神的損害賠償と
⺟親への経済的損害賠償を求めて訴訟を起こしていた。フランスでは、中絶は法律で認められている。
リオネルの⺟は、既に１次賠償⾦を受取っているが、最⾼裁はこの⽇リオネルの生まれてこない権利を認めて、
賠償⾦の増額を命じた。この判決は 2000 年 11 ⽉ 17 ⽇のフランス最⾼裁のペルーシュ判決を踏襲したものと
いえる。3

1

例えば，ダウン症は，一般には出生 1，000 対 1 とされるが，35 歳では 380 対 1，40 歳では 100 対 1．

2

平成１５年４⽉２５⽇判決⾔渡平成１３年(ワ)第２４７８３号損害賠償請求事件

3

ペルーシュ判決（フランス破毀院大法廷 2000.11.17 判決）
：ペルーシュ夫人が妊娠中に風疹感染を案じ、感染の場合は中絶を希望し
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①、②の事例ともに、医師がきちんと説明義務を果たし、原告らに障害の有無についての正しい知識を与えていれば、
原告が、生まれてくるはずだった命の中絶を選択していた事例である。フランスの事例は、その後⾝障者団体から抗議を
受け、国会で『⾝障者として生まれること自体を損害と⾒なさない』法案が通ったことにより、命そのものを損害と⾒な
す判断は踏襲できなくなった。しかし産科医が胎児に直接障害を与えるか症状を悪化させた場合や重症障害を⾒逃した場
合は医師の過失とみなし、障害児は損害賠償⾦の生涯補償を要求できるとし、判例への妥協案とした。このような
Wrongful life 訴訟は世界中で巻き起こっており、障害胎児への対応は各国で求められ始めている。

このような状況の現代で、⺟親の権利と障害胎児の命との関係を探って⾏く。

第二節 主な各国の障害胎児への対応
外国では、各国ごとに障害胎児への対応が異なる。胎児条項自体を設け、障害胎児の中絶を勧めている国もあれば、障
害者への配慮などから胎児条項を廃⽌・もしくは始めから設けない国など様々である。その中でも特徴的な法律を持つ国
をいくつかピックアップしてみる。

１．イギリス
イギリスでは 1967 年の中絶法で中絶が合法化されている。1990 年の修正で、中絶が許されるのは 24 週以下と定め
られ、同時に 24 週という時間的制限を受けない３つの項目を明記。その３つめの「子どもが重度の障害を負うなど、⾁
体的・精神的異常に苦しむことが予想される時」という胎児条項によって、出生前診断などで「異常」が⾒つかり、妊婦
が中絶を選択したときは、出産直前までそれが認められる。
イギリスでは出生前診断は国⺠健康保険でまかなわれ、無料で受けられるようになっている。羊⽔検査は全ての衛生区
で、他の検査は衛生区ごとに受けられる検査が異なる。ニコラスによれば、この検査のうち⺟体血清マーカーテスト1

を

全妊婦に提供している衛生区は６０％、その他の地区は妊婦の年齢で提供を判断している（ニコラス 1996:3）。その他、
胎児採血・絨毛検査なども⽇常的に⾏われ、ダウン症児の半数以上が中絶されている。

２．フランス
フランスも出生前診断やそれにともなう選択的人工妊娠中絶が認められている（保健医療法典 162 条 1〜15）。出生前
診断は、①38 才異常の妊婦②染⾊体異常児分娩既住③超⾳波断層法が異常④夫婦のいずれかに染⾊体異常⑤⺟体血清マ
ーカー試験のリスクが 1/250 以上の妊婦を対象に、無料で羊⽔検査を⾏っている。胎児に異常があると認められると、
妊娠のどの時期でも中絶が認められ、佐藤によると、1990〜94 年度のフランスにおける胎児異常による中絶は、無脳症

たが、医師とラボの「OK」という誤診にしたがったため重症障害児ニコラ君を出産した事例。誤診と損害の因果関係・その責任が争点
となり、判決は、産科医と⺟親の係争において第三者である障害児にも損害賠償請求権を認めた。障害児に「生まれない権利」を認め
た判決で、論争を呼んだ。
1

妊娠十五週から十⼋週のころに血液検査を⾏い、複数のタンパク質やホルモンの値から、胎児の障害（染⾊体異常の一部や神経管閉

鎖不全症の一部）の可能性を推定するもの。あくまでも可能性の肯定を割り出す検査だが、流産の危険性がある羊⽔検査に⽐べて気軽
に受けることが出来る。
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で 91％、⼆分脊椎で 55％、ダウン症で 44％が中絶されている（佐藤 1999:55）
。

３．ドイツ
1995 年に、胎児条項が法律の条⽂上存在することによって，胎児の疾病や障害が「生きるに値しない」ものと判断さ
れることの危険や，障害者に十分な保護が与えられていないという誤解を招くことの恐れから、優生保護法から胎児条項
が廃⽌された。
ドイツの中絶の要件は、妊娠１２週以内で①法で定められたカウンセリングから４⽇目以降②強姦などによって妊娠し
た時③医師による診断があるとき、の３点。胎児に異常が⾒つかった場合は③の適用になり、中絶は、妊娠の継続があく
までも「妊婦の⾝体的・精神的健康」にとって「現在または将来的に」重大な危険がある場合に認められ、期間的制限は
無い（ドイツ刑法第２１８節 a(2)）。1

４．日本
1996 年に胎児条項が⼊った優生保護法が、優生学的適応自由が憲法の平等原理と調和しないという理由で削除され、
⺟体保護法に改正された。中絶の要件は、通常妊娠 22 週未満で、①妊娠の継続⼜は分娩が⾝体的⼜は経済的な理由によ
り⺟体の健康を著しく害する恐れのあるもの②暴⾏若しくは脅迫によって⼜は抵抗若しくは拒絶することができない間
に姦淫されて妊娠したもの（第 14 条第一項）に限られている。2001 年の統計では 99.9％が①によっておこなわれてい
る（石井 2003：117）。障害胎児の中絶なども①を理由に⾏われていると⾒られ、また、⽇本は諸外国と異なり、中絶
には夫の許可が必要となっている。

その他の国の状況は、国連の調査によれば、190 カ国中 41％の国が胎児異常を中絶の要件として法的にみとめている。
こうした国ごとの法整備のバラつきは、この問題は一律に結論付けられるものではなく、これらもより多くの議論を必要
としていることを⽰している。

第三節 事例の研究
３-１ 事例の内容
ここで、１－２の Wrongful life 訴訟の事例①、⽇本の事例について検討する。
この訴訟は、ＸらがＹに対し起こしたもので、ＰＭ病が典型的には伴性劣性遺伝の形式をとり、男子に２人に１人の確
率で生まれ、⼥子に２人に１人の確率で保因者が生まれる危険性があるのも関わらず医師がその説明をしなかったとして、
慰謝料・介護費用・介護に要する家屋改造費用等の賠償を求めた。対するＹは、説明義務違反を争うとともに、損害に関
し、Ｄの出生自体を損害とし評価することは生命の尊厳を無視するもので公序良俗に反し許されないなどと主張した。
判決をまとめると、
・Ｙ療育センターの事業内容
(在宅の心⾝障害児等に対する相談が事業内容の一部に含まれる)
・Ｂ医師の出生相談についての役割の認識

1

ドイツ人類伝学会倫理委員会 1995「妊娠中絶のためのいわゆる胎児適応の削除に関するドイツ刑法第 218 条の改正についての声明」
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(患者児童及びその家族に対するカウンセリングや出生相談を⾏うこと)
・Ｂ医師が本件質問についての説明を拒否することなく応じている事
(回答を拒む事も、別の機会に詳しく説明するなどの留保も一切付けなかった)
・Ｘらの生活にとって、本件質問に対する説明は極めて切実かつ重大な関心事である
(既にＡの介護及び養育において重い⾁体的・精神的及び経済的負担を負っていた)
・Ａの診療⾏為と密接にかかわる事柄であり、Ｂ医師は説明者として相応しい者
(Ｂ医師はＰＭ病についての専門的知識を有し、Ａを始めとするＰＭ病に罹患していた児童の診療に当たっていた)
上記のことを「総合考慮すると、Ｂ医師はＸらの本件質問に応じて説明を⾏う以上、信義則上、当時の医学的知⾒や自
⼰の経験を踏まえて、ＰＭ病に罹患した子供の出生の危険性について適切な説明を⾏うべき法的義務を負っていたという
べきであり、Ｘらに対し、不適切な説明を⾏って誤った認識を与えた場合には、説明義務違反として、不法⾏為責任を負
う。と考えられる」という判断を下した。
ただし、
①ＤはＰＭ病を発症すべき状態でなくては生まれてこなかった存在であるため、Ｄの出生に伴ってＸらが事実上負担す
ることになる介護費用を損害と評価することは、Ｄが健常児と⽐べて出費が必要な分だけ損害を与える負の存在であ
ると認めることに繋がるため、許されない。
②また夫婦が子供をもうけることは基本的に種々の事項を考慮した上で自らの権利と責任において決定すべき事柄で
あり、最終的にＤをもうけるには自らの判断によって出産したと認められる。ＰＭ病の可能性は極めて重要な要素で
はあるが、その一点のみが出産するか否かを決めるわけではなく、またＸらがＢ医師から適切な説明を受けていても
第⼆子以降をもうける判断をしていた可能性を否定できない。
という２点において、Ｄの出生自体に伴う出費等を損害ととらえることは出来ないから、Ｄの出生に伴ってＸらに生じ
た介護費用及び家屋改造費用等の積極損害について、Ｂ医師の説明義務違反と相当因果関係のある損害とは認められない、
とした。
慰謝料については、Ｘらの自⼰決定に不当な影響を与える不法⾏為を⾏ったとして、両親それぞれに８００万円が認め
られた。

３-２ 問題の所在
ロングフル・バース訴訟に問題となるのは、まず意思に過失の前提となる注意義務が課されているか、その違反が認め
られるか、この類型における損害とは何か、医師の過失⾏為と損害との間に因果関係があるかという点である。

⽇本には胎児条項がないため、障害自体を理由に中絶を合法化することが出来ない建前になっている。したがって、倫
理的に難しい問題を残しているものの、胎児に障害のある可能性がある場合、親の人工妊娠中絶をするか否かを選択する
利益は法的保護に値する利益と認められず、また親の障害を持った子供を持たないということもまた法によって保護され
た利益ではない。
しかし一⽅で、妊娠２２週未満であれば、合法的に中絶を⾏うことが出来、また「胎児が十度の先天性障害を持って出
生する危険性が⾼いことを知らされた場合の妊婦の精神的打撃が⾝体に及ぼす影響を考えると『⾝体的』理由によって妊
娠の継続が⺟体の健康を著しく害するおそれありとの解釈」[⾼波：1997]も可能である。そう解釈すると、障害児を合
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法的に中絶する事は十分可能であり、胎児適応条項が⺟体保護法に規定されていない事のみを以って障害児出生の際の両
親による医師等に対する損害賠償を否定する事はできない。よって、医師による妊婦等の人格権(自⼰決定権)の侵害を理
由として慰謝料を認容することは十分可能となる。

３-３ 判決の検討
本判決は、原告夫婦と医師とのあいだに診療契約が締結されていないと認定して、診療契約上の説明義務を否定した。
その上で、医師が原告の質問に応じて説明する以上、信義則にしたがって適切な説明を⾏う義務があるとして説明義務違
反を認め、被告に不法⾏為責任を負わせたが、診療契約ではなく信義則にのっとった説明義務のため、被告の責任の範囲
は制限されるべきとして、介護費用等を損害賠償に含まないとした。
しかしながら、この論旨には疑問を感じる。
まず第一に、原告と被告との間に契約関係がないと認定した事だが、そもそも、当時原告夫婦は、Ａの治療のために被
告と診療契約を結んでいた。質問の内容は確かに直接的には子供の治療と関係ないかもしれないが、本判決も認めている
ように密接に関わる事柄であり、当該医師はそれにふさわしい知⾒を有すべきものであったであるから、端的に診療契約
の一環として説明義務を認めてもいいのではないだろうか。原告と被告の間に契約関係が全くないとすることには安易に
は賛成できがたい。
第⼆に、不法⾏為上の責任の問題としたからといって、医師の責任が制限されるということになるのだろうか。診療契
約上の説明義務の範囲は、基本的に医療⽔準論により確定されている。他⽅で、不法⾏為上の過失は抽象的過失とされ、
客観的な結果回避義務の違反と捕らえられている。医療過誤の場⾯では、診療当時の臨床医学の実践における医療⽔準と
いう判断枠組みの中で過失の有無が判断される。このことから、契約責任を問おうと不法⾏為責任を問おうと、過失の判
断⽔準は同様であり、不法⾏為責任を追及したからといって加害者の責任が制限される事はないはずである。損害賠償の
範囲も、不法⾏為においては⺠法 416 条が類推適用1 され、この点においても差異はない。したがって、原告と被告の
間に契約関係がなかったとしても、被告の責任は変わらないと考えるべきである。
つぎに、判決は、介護費用等の積極的な損害の賠償は棄却している。その論拠は８ページの上記の２点である。
まず、理由①についてであるが、これは「子供は損害か」という問題、さらに「損害とは何か」という基本的な問題に
突き当たることになる。この問題は人によって様々な意⾒があり、何が正しいかという答えは出ていないが、私は介護費
用等を損害と認めること自体は可能ではないかと考える。ここで⾔われる損害はあくまで「障害」であり、子供の存在自
体ではないと考えているためだ。したがって、介護費用等を損害と認めたからといって、道徳的倫理的に許されないとい
うことにはならないと判断する。損害を、あくまで法的評価の対象となるべき権利侵害の事実と捉え、この損害事実は「不
法⾏為がなければ被害者が現在おかれたであろう仮定的事実状態と、不法⾏為がなされたために被害者がおかれている現
実の事実状態との差である」と捉える現実的損害説2 の⽴場に⽴ち、損害の確定とその⾦銭的評価を分けて考える事が

1

通説・判例(「富喜丸事件」大審院連合部判決大正 15 年 5 ⽉ 22 ⽇・最⾼裁昭和 48 年 6 ⽉ 7 ⽇)は、債務不履⾏に基

づく損害賠償の範囲を定めた⺠法 416 条が損害賠償請求の「相当因果関係」を定めたものであり、これは不法⾏為の 709
条の場⾯でも適用されるとしている。
2

債権者が不履⾏によって被った不利益それ自体を損害と考える。そのことを前提として賠償されるべき損害の範囲の確

定とその⾦銭的評価を⾏う⇔「差額論」＝不履⾏の前後における債権者の財産状態の差、つまり⾦銭的評価によって⽰さ
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可能になれば、十分説得⼒を持つ。したがって、介護費用等を損害から排斥することは出来ないと考える。
次に、理由②だが、医師等の責任が認められなかった理由が前述した契約責任を否定した点に求められるなら、それは
不当である。しかしながら、本件に関しては、子供の障害はあくまで遺伝的なものであり、それを防ぐ⽅法は避妊しかな
いのであるが、医師の説明義務違反がその自⼰決定に影響を与えていたとしても、医師等は障害の直接の原因となってい
るわけではない。したがって、介護費用等との相当因果関係があるとは⾔いがたく、賠償を否定されると解される。
以上のことから、本判決に関し、その結論には賛成するが、内容的にいくつかの論理的な問題点については疑問が残る。

第四章 結論
４-１ ロングフル・ライフ訴訟の結果
昔から、医師の誤診によって、中絶するはずの命を産んでしまったという訴訟はあったが、最近の出生前診断の進化は
諸外国で今まで以上の訴訟の乱⽴を招いた。法整備がない中、諸外国の裁判所はそれぞれ独自の判断で判決を⽰し規制を
⾏っていく必要があった。判決は⼆転三転してきたが、今はある程度の基準を⾒つけ出すことが出来る。
①アメリカの裁判の判例では、子による請求は否定されている。理由として、大半の判決は、障害を伴っている場合でも
生命は法的な損害を構成するものではない（丸⼭ 1995:180-181）とした。
②フランスではリオネル訴訟の後に、フランスの国会にて「生まれてきたことそれ自体は損害と⾒なさない」という法案
が通った。
③ドイツでは第⼆章の理由により胎児条項が削除された。
以上の主な先進国の結果より、傾向として『障害者の生命それ自体は法的な損害ではない』ということがあげられ、この
ことは、胎児条項の有無に関わらず、これからのスタンダードになっていくと思われる。ただし、このことは医師の誤診
によって障害児を産んでしまったことをもう訴える事が出来ないわけではなく、重大な異常を医師が⾒逃した場合や悪化
させてしまった場合は、生涯補填として損害賠償を請求できる道は残されている。
⽇本におけるダウン症などのロングフル・ライフ訴訟の結論として⾒えてきた現状は欧米とは少し異なる。97 年に京
都地裁で起こった裁判（地判平 9 年 01 ⽉ 24 ⽇）は、⾼齢出産なため事前に医師に羊⽔検査を依頼していたが、拒絶さ
れたためにダウン症児を産んでしまった⼥性が医師を訴えたものだ。この判決はアメリカの同様の事例1 が勝訴だった
のとは反対に、敗訴した。妊婦が羊⽔検査で胎児の状態を知る権利は倫理及び法的に確⽴されておらず、妊婦からの依頼
がない時は危険率や検査について説明する義務はなく、依頼があっても検査を実施する法的義務はないとし、検査結果が
判明する時点で中絶が可能な法定期間を超えていたため医師に責任なしというものだった。
⽇本と欧米の事例で共通しているのは、ダウン症児は「間違った生」や「不当な命」ではないと認めている点だが、そ
の反⾯、責任や自⼰決定という妊婦が持つべき権利が⽇本では確⽴されていないということがわかる。

４-２

出生前診断は、障害者差別なのか？専門家の意⾒

誰も望んで障害をもって生まれたいわけではなく、障害児を産みたいわけでもないということはおそらく真実だろうと

れる全財産の減少を損害と考える説
1

⾼齢出産で，異常児出生の危険が⾼いと予想されたのに，出生前診断をうける勧めを医師が怠ったために染⾊体異常児

を出産し，育児しなくてはならなくなったという訴訟があり，医療サイドが敗訴した。
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思われる。しかし、実際に障害者は生まれているし、そこで異なる⽴場が発生し、考え⽅が生まれる。どちらにも正論が
あり、相⼿に異論をもっている。では、両者に解決はないのだろうか。
⽇本ダウン症協会は、⺟体血清マーカーテストがダウン症を主たる判定対象にしていることが明らかであるとして、障
害者福祉の重大な侵犯であり、人権侵害の可能性があるとして開発・普及の凍結を厚生省に求めている1。また、⺟体血
清マーカーテストの臨床応用に対して、それが重大な人権侵害に繋がる可能性があることを、臨床検査会社・関係学会・
「障害者差
社会一般に対して警告として表明することなども要望書2として提出している。また、その他の障害者団体も、
別を助⻑する」と指摘をし、
「マススクリーニング的に、障害者の排除を⾏うことにつながる」
「そもそも検査をする医師
たちが全員個々の障害についての知識があるわけではない。十分なカウンセリングもなく、否定的なイメージだけが伝わ
って中絶を選ぶ人が増えるのでは」という意⾒などが大半を占めている。構成科学審議会先端医療技術評価部会･出生前
診断に関する専門委員会では、倫理規定として、正式に「医療側はこういった出生前検査は妊婦に対し積極的に進⾔して
はいけない」としている。そのため、現在妊婦は自ら医師に進⾔しないと正式には検査をしてもらえない上に、検査の結
果も「妊婦側が希望して初めて通知できる」となっている。
出生前診断・着床前診断の発症の地であり、もっとも発展しているイギリスでは、検査の役割を「予防医学の一つ」と
明確に位置づけている。国⺠の多くがこの検査を受け⼊れているが、優勢思想や社会的弱者の排斥のような雰囲気ではな
い。「生まれてきた子どもは、どんな障害をもっているにせよ、⼿厚く保護し⽀援する。一⽅、それとは別にこれから生
まれる子どもには可能なかぎり障害がないようにしたい」という両⽴する２つの考え⽅、ダブルスタンダードが浸透して
いる。アメリカの⼥性法学者ローリ・アンドリュー⽒も、
「胎児診断が障害者差別につながるという議論はこの国はあま
りありません」と語っている。アメリカでは市⺠団体の活動も活発で、
「先天異常出生予防対策をすすめている団体では、
大量の参考資料やパンフレット、ビデオを発⾏しており、一般市⺠が希望すれば系統的な知識が得られるシステムになっ
ている。団体は目標として“先天異常児の出生予防”をはっきり打ち出しており、“嚢胞性線維症”“鎌状赤血球症”のキャン
ペーンでは、病気を十分理解したうえで、“胎児診断を推進して予防しよう”と呼びかけている。しかし、一⽅で、先天異
常をもった子どもたちが社会から理解され、受け⼊れられるよう⽀援する対策にも⼒を⼊れているのである。ここでは、
障害児出生予防のため努⼒する一⽅で、すでに生まれた障害児に対しては、差別をなくすよう努⼒するという、よい意味
での“⼆重基準（ダブルスタンダード）”が存在」
［隈本：1994］している。
現実問題として、ダウン症などの、治療不可能な障害であると出生前診断でわかってしまうことは、中絶を促進し、障
害者差別を助⻑するのだろうか。
例にダウン症をあげてみる。⽇本において、以前はダウン症は年齢によるスクリーニングを受けていた。それがマーカ
ーテストに変わりその性能が上がっただけで、どうしてここまで反発が起こるのかという意⾒がある。また、⾼齢出産の
場合に羊⽔検査を受けることについて「あれは数が少なかったからいい」という人もいるが、情報操作3 された結果と

1

⽇本ダウン症協会 1998 年 2 ⽉ 1 ⽇「生殖医療に関する当協会の⾒解の概要」

2

平成 9 年 4 ⽉７⽇、厚生大⾂小泉純一郎宛「⺟体血清マーカーテストの臨床応用ならびに

「胎児条項」をめぐる議

論のあり⽅についての意⾒書」
3

情報操作：対象となる妊婦全員に公平に情報が届けられていなかったことを指す。例えばラボの処理能⼒がないから余

裕が出来るまで⾔わない、⾔う相⼿を無関係な事情で選ぶなど。かつて３５歳以上の人に全員知らされていたということ
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して少なくなっていた時代を指して「よかった」という議論もずれているのではないか。世界的にマーカーテストが導⼊
されているのは大きな流れとなっており、⽇本でもいずれ普及するであろうことが予想されるが、いずれ使われて⾏く技
術を目の前にして、その技術の普及を少しでも遅らせるほうに尽⼒する人と、その技術が正しく使われるように(正しい
情報の処理を当事者がするということ)尽⼒する人がいる。
大前提として、今の⽇本では差別意識があり、それを減らそうと考える人もいるが、一般の人は無関心な人が多い。正
しく技術が使われるようにと尽⼒している医師は、ダウン症の現実について彼らに耳を傾けてもらうことで、ダウン症に
ついての理解が深まると考えている。しかし一般の人は自分達の生活に追われてそこまで関心が及ばない。妊婦はその唯
一の例外であり、彼⼥らにとって障害の情報は切実な問題なため、マーカー検査を通じて、⾼い関心を持ってダウン症に
ついての説明を聞くことになる。自分の妊娠にそういう可能性があることを気付いてなかった人も気付いていても直視し
ていなかった人もいるが、重要なのは、情報は求めれば⼿に⼊るんだと気が付く事であり、一度意識することで、メディ
アなどでダウン症という⾔葉を目にした時に、それまでとは違った意味合いでそれを理解することに繋がる。
これが理想論では終わらないという理由には、カリフォルニアの例がある。カリフォルニア州は、妊婦への出生前検査
の説明が義務付けられており、また検査を受ける妊婦も多い。カリフォルニアでは、以前はダウン症の胎児診断が⾏われ
るとほとんど 100％が中絶していたが、情報公開1 が進み、ダウン症はどういう障害で、どんなケアやサポートがある
かを医師側が説明する体制2 が出来ると、約 10 年で 4 割の妊婦がダウン症とわかった上で子供を産むようになった。
ダウン症だから中絶する、のではなく、ダウン症の子供を持つと、こうなって、だからこうなって、そしてこうなって、
そうすると私はすごく不幸になるから、だから中絶する、と自分の人生設計に照らして考えて冷静に判断する事が出来る
ようになる。状況を知った上で、私なら産んでも育てられると判断した人は、ダウン症でも健常者でも関係なく、子供を
産む。妊婦の場合はダウン症の捉え⽅は自分の人生の選択にきちんと反映されるため、自分の価値観にのっとって判断す
るようになるのではないか。

４-３ おわりに
「障害は不便ではあるが不幸ではない」と理念的には⾔えるだろうが、現実問題として、その不便が自分や周りの人を
不幸にしかねない現状がある。障害を不幸にしないために、国及び地⽅公共団体が不便さを出来る限り失くすことが必要
であり、また障害者が健常者と平等に社会で生活できるようにする責務があり、そのために必要な人的・物的システムを
構築する事によってはじめて障害者の人権が現実化する(憲法 25 条・14 条・13 条)。つまり、本来障害者にかかる特別
の治療費・養育費は国・地⽅団体の責任で負担すべきものであるが、我が国の社会保障は貧困な上に、さらに悪化してい
るため、そのしわ寄せが障害者側の負担として表れている。
個人的に、出生前診断を安易に全⾯規制・凍結・情報規制することには反対である。今はマーカーテストの実施に関し

はなく、妊婦さんたちがそうした検査があることを知るのは偶然が多かった。
1

85 年から血清マーカーテストについてパンフレットを作成し、ダウン症やトリソミーなど、胎児の染⾊体の病気のス

クリーニングのガイドとして、妊娠中の⼥性に配布している。
2

検査でもし⾼い確率が出た場合、必ず遺伝カウンセラーによるカウンセリングが⾏われる。統計表などを⽰して、確率

について説明。遺伝カウンセラーは専門訓練を受けており、遺伝相談を⾏う。羊⽔検査を受けるか否かは自⼰判断。ダウ
ン症についても情報提供。医師やナース、カウンセラーへのマニュアルやニュースレターを作り、カウンセリングのノウ
ハウを伝える。また、電話相談窓口を設け、積極的に電話相談を受け⼊れている。
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て反対意⾒が強く、一般の医療機関での使用自体も慎重ではあるが、⽔⾯下では利用数は増えているという調査結果もあ
った。⾒ない振りをして情報を隠してしまって、不確実な情報が妊婦に伝わるよりも、きちんとした情報を開⽰して、そ
のフォローを徹底して⾏うほうが有益であると考える。
現在、出生前診断をすることにより、障害者差別を助⻑するという意⾒が反対意⾒の大半を占めているが、そもそも障
害者に対する国⺠の理解の低さが問題である。イギリスなどのダブルスタンダードの考え⽅と取り⼊れ、一般への各障害
の理解、また、なにより⺟親が体系的に知識を得て⾏けるような体制作り・カウンセリングの充実に努めるべきではない
かと思う。そもそも、経済的・精神的・社会的に不利感を感じていなければ、障害があるなしに関わらず⺟親は産もうと
思えるのではないだろうか。
また、夫婦が、どのような家族計画を⽴て、何人の子供をもうけるかは、まさにその夫婦の人生の在り⽅を決める重大
事であり、自らの権利と責任において決定すべき事柄であるが、そもそもその時点で広い意味での選択的出産と⾔えるも
のではないだろうか。現在「障害児だとわかったら中絶する」という彼⼥らの選択に介在する不安の本⾳は、よくわから
ないものに対する拒否感だったりしないだろうか。漠然とした⾁体的・経済的・精神的負担のイメージが、障害児を産ん
でも明るく幸せに生きている人々と接する事で、正しく認識され、自らの未来のイメージが浮かべば不安も減り、産むこ
とに対して積極的になれるのではないかと思う。
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我が国での動物実験において、より厳格な法規制は必要か
中井

恵

第１節 序論
1969 年までに、ホワイト教授はサルの分離脳実験を 100 例以上達成しており、過去 10 年間の間に、アメリカ、⻄ド
イツ、そしておそらくは⽇本とソ連でも、サル、ネコ、イヌなどの脳移植が⾏なわれてきたことが知られている。これが
事実だとすれば、これらの脳の経験した感覚は想像を絶する恐怖であったはずである。極度の痛みや死の恐怖という状況
下におかれると、自然な動物の場合は、脳への血液の供給が失われ、昏睡状態に陥る。ところが機械やドナーによって血
液を補給される「頭部」には、この痛みと恐怖からの解放が与えられないのである。脳がどのように感じようが、痛みが
どの程度のものであろうが、おかまいなくポンプが動き続けるからである。(ハンス 1993:259)
この実験に嫌悪感を抱く人は多いだろうと予想されるが、この嫌悪感はどこからくるのだろうか。脳を移植すること、
実験動物が類人猿のサルであること、痛みや恐怖があること等、様々な原因が考えられる。では、脳ではなく腕や臓器な
ら許されるのか、サルではなくラットならいいのか、痛みや恐怖がなかったらいいのか、そして、この実験はどうしても
必要だったのだろうかという疑問が生じる。また、現在の⽇本でも必要性が疑問視される動物実験は⾏われている。例え
ば、2003 年 2 ⽉、麻酔され腹這いにされたブタの肛門に消火用ホースの放⽔で⽔を直撃、30 秒後に肛門の裂傷ができ
たという動物実験が⾏われた。この実験結果は、名古屋刑務所で刑務官が受刑者に消火用のホースで⽔をあびせ死なせた
「客観的
事件で、刑務官の有罪判決の決め⼿となったとされている。1刑務所という密室の中で⾏われた⾏為であるため、
証明」をしようとして、検察側がこのような動物実験を⾏ったのだが、動物実験のデータは「動かぬ証拠」となり得るの
だろうか。動物実験というものは条件の設定次第で結果は大きく変わり得るため、当初の意図通りのデータが得られるよ
うにすることも容易である。実験データは、それを使いたい側にいかようにも有利に使えるという側⾯があることを忘れ
てはならない。ただ、現実として、私たちの生活は膨大な数の動物実験の上に成り⽴っているのは明らかである。
現在⽇本には、アメリカやカナダと同じく動物実験に関する直接の法規制は存在しないが、⽂部科学省の指針2等に従
い各研究機関が独自の基準を設けている。他⽅、イギリスやフランスのように実験者、実験計画、実験施設の３つについ
「現段階ではガイ
て法律上の許認可を必要としている国もある。3他の生命倫理の問題に関するゼミでの議論においても、
ドラインの作成しかなされていない」や「まだ法律は制定されていない」などという発⾔が多く、特に生命に関わる問題
には法による規制が望まれているように感じる。それは人の生命だけではなく動物の生命においても同様なのではないか。
もちろん、各省庁や団体によるガイドラインの存在によって動物実験が野放しに⾏われているわけではないが、詳細な規
定は告⽰や⾏政指針のレベルでは⾏われておらず、各機関内の任意かつ自主的な指針に任せるだけでは十分でないと考え
る人も多い。
そこで、現在の基本⽅針は北米型の法令によらない動物実験の自主管理体制だが、我が国でも欧州型の直接的法規制が

1

http://www.ava-net.net/animalresearch/topics-1_3.html

2

研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成 18 年 6 ⽉ 1 ⽇施⾏）

3

Animals (Scientific Procedures) Act 1986(英)、Decret aux Experiences Pratiqueee sur les Animaux (仏)
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採用される可能性を、動物実験の現在の在り⽅を踏まえながら検討していきたい。

第２節 各国の状況
ⅰ世界的な動向
現在、世界的には「動物への適切な配慮を保証する⽅法に関して 1959 年にラッセル(Russell)とバーチ(Burch)によっ
て考案された“３つのＲ”」(ニコラス 2005:55)、という３Ｒ原則が提案されている。それは、①Replacement:科学上の
利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する⽅法に代わり得るものを利用すること、②
Reduction:科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物を少なくする
こと、③Refinement:その利用に必要な限度において、その動物に苦痛を与えない⽅法によってすること、から成るもの
である。

図 1
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イギリスの制度として以下のものが挙げられる。
動物処置法 1986（Animals Act 1986）に基づく中央集権化した法規制がとられている。この法律に基づいて内務省
は、動物実験施設・実験計画・動物実験実施者に対する認定を⾏っている。5
フランスの制度として以下のものが挙げられる。
動物実験に関する政令第 87-848 号（Decret aux Experiences Pratiqueee sur les Animaux）に基づいて、動物実

4

http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/AWA.html

5

科学技術政策研究所 (http://www.nistep.go.jp/index-j.html)レポート
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験施設と動物実験実施者に対する認定が⾏われているが、実験計画に対する規制はない。これは個々の実験者に対してト
レーニングプログラム 等に基づく訓練を徹底させることにより、適切な実験が補完できるという考えに起因する。6
アメリカの制度として以下のものが挙げられる。
動物実験は、動物福祉法（Animal Welfare Act）に基づく動物福祉規則（Animal Welfare Regulations）に基づいて
⾏われている。また、国の統一指針が全米科学アカデミーの下部組織である実験動物研究協会（ILAR）で策定されてお
り（ILAR ガイドライン）、この指針に基づいて実験を⾏わなければならないことになっている。更に、国⽴衛生研究所
（NIH）から研究資⾦を得ている研究については、実験動物の人道的管理と使用に関する規範（Public Health Service
Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals）を遵守することが義務付けられている。各実験実施機関は
上記の規則に基づいて自主管理を⾏い、適正な動物実験が遂⾏されているかどうかの判断については、第３者機関である
動物管理認定協会（AAALAC）が検証を⾏っている。米国では実験計画と実験者の認定制度はないが、全ての研究機関に
対して動物実験委員 会（IACUC）の設置が要求されており、その委員会で実験計画書の審査・承認が⾏われている。7

ⅱ日本の法律・告⽰・⾏政指導指針
⽇本の制度として以下のものが挙げられる。
「動物の愛護及び管理に関する法律」(環境省:平成 17 年 6 ⽉改正、平成 18 年 6 ⽉ 1 ⽇施⾏)
第 41 条

動物を科学上の利用に供する場合の配慮

動物を教育、試験研究⼜は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達す
ることができる範囲において、できる限り動物を供する⽅法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供
される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
２

動物を科学上の利用に供する場合には、その利用の必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない⽅法

によつてしなければならない。
３

動物が科学上の利用に供された後において回復の⾒込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供し

た者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない⽅法によつてその動物を処分しなければならない。
４ 環境大⾂は、関係⾏政機関の⻑と協議して、第２項の⽅法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。

平成 17 年の改正で、３Ｒ原則の明記が実現された。図 1 にあるように、欧州の動物保護法や動物福祉法には、実験者
の資格制、⾏政による査察等の実質的な動物実験の規制が盛り込まれている。8本法では実験動物の取扱いに関する事項
は規定できても、動物実験そのものの規制に⽴ち⼊ることはできないと解釈されているが、実験動物保護に関する唯一の
法律である本法は果たしてこれで十分と⾔えるのか。動物実験の規制が本法によってなされないことへの特別な根拠は⾒
出せず、法律論というよりはむしろ省庁間や関連業界との⼒関係によるところが大きいのではないだろうか。

その他、各省庁の定める指針には以下のようなものがある。

6

科学技術政策研究所 (http://www.nistep.go.jp/index-j.html)レポート

7

科学技術政策研究所 (http://www.nistep.go.jp/index-j.html)レポート

8

EU Directive 86/609/EEC
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研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（⽂部科学省：平成 18 年 6 ⽉ 1 ⽇）
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(環境省:平成 18 年 4 ⽉ 28 ⽇)
大学等における動物実験について(⽂部省学術国際局⻑通知：昭和 62 年 5 ⽉ 25 ⽇)
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(平成 18 年 6 ⽉ 1 ⽇)
農林⽔産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18 年 6 ⽉ 1 ⽇）

ⅲ日本学術会議
学術団体が定める指針には以下のものがある。
動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成 18 年 6 ⽉ 1 ⽇)9
⽂部科学省および厚生労働省によって作成が委任され、統一的ガイドラインとされている。提⾔の内容には「現在の各
研究・試験機関による自主管理⽅式の客観性を保証し、実効と信頼性を一段と強めるため」として、大きく次のような 2
点を掲げている。
1.現在個別の機関毎に設けられている動物実験のガイドライン（指針）に対して、全国で統一された動物実験ガイドライ
ンを制定する。
2.各研究試験機関の自主管理が適正になされ、統一ガイドラインの基準が満たされていることを、第三者の⽴場から評
価・認証する機構を設ける。
実験動物の苦痛の軽減や飼育環境については細かく⾔及されているが、情報公開については消極的なように⾒受けられ
る。ある分野における福祉基準というのは、その分野の内部にいる人々と、外部にいる人々との利害の妥協点を抽出して
生まれる。動物実験の実態が広く社会的に監視・評価されることが必要不可欠であり、市⺠への情報公開が求められる。
さらに、実験施設や実験者の資格等に関する認証制度の導⼊を念頭に置いた場合、そうした機関には動物実験に直接携わ
らない有識者や一般市⺠の参加を取り⼊れることが必要である。その点が明記されていないため、このガイドラインは法
規制の代わりとするには不十分であると考える。

以上のことから、我が国の動物実験に対する管理体制は、規制の倫理原則を法律（動物愛護管理法）で規定し、規制⽅
法を具体的に「動物」に関して⽰した告⽰（実験動物の飼養及び保管等に関する基準）と、
「実験」に関して⽰した通知
（大学等における動物実験について）にしたがって、各実験実施機関が 自主的に動物実験を規制する⽅式をとっている
ことがわかる。つまり、環境省が実験動物を主体とした基準を改正し、⽂部科学省、厚生労働省、農林⽔産省がそれぞれ
動物実験に関する基本指針を制定し、詳細指針はそれらを受けた⽇本学術会議のガイドラインや各機関の内規に記述され
るという、幾層もの複雑な構成で⽇本の動物実験は規定されている。しかし、このような複雑で分かりづらい「基準」で
うまく運用できているのだろうか。

図 210

9

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-k16-2.pdf

10

http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-09/mat07-2.pdf
58

第３節 自主規制か法規制か
ⅰ法規制を求める根拠
批判の対象となっているのは主に以下の点であると考える。
まず、実験を⾏う人間や機関や実験内容に対していかなる法的な資格も許可も登録もないため、誰がいつどこでどのよ
うな実験をどのような目的で⾏っても法的に裁かれることはない点である。11次に、実験の内容や⽅法を審査する委員会
の設置や査察が法的に義務付けられておらず、また、任意で設置している機関はあっても、構成や運営が各機関内で閉じ
られており、外部の批判に晒される場がほとんどない点である。また、動物福祉の観点からの動物実験の実施に関する法
的な基準が定められておらず、任意で定めている機関もあるが内容に差があり、全体的に十分な内容とは⾔えない。さら
に、どのような実験が何の目的でどのような種類の動物をどれだけの数を用いて⾏われたか、またそれら各々について動
物の苦痛の程度はどれだけであったか、また税⾦を使用したものについてはどれだけの費用がかかったか、等の全体的な
データが公式に収集されておらず、動物の犠牲や費用対効果が適切であるかどうかをチェックするシステムがない。実験
機関は、企業秘密や研究の競争性を阻害しないという理由で、一切の実験を非公開にする傾向が強いためである。そして、
各企業間、各研究機関の間で重複した実験をチェックするシステムがないため、不必要な実験が⾏われている可能性が⾼

11

「動物の愛護及び管理に関する法律」第 44 条以下では罰則(1 年以下の懲役⼜は 100 万円以下の罰⾦)が規定されてい

るが、第 41 条(動物を科学上の利用に供する場合の配慮)を直接規定する条⽂はない
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い上に、単なる知的好奇心の追求等、動物の犠牲とそれによって得られる人の利益を⽐べたときに、明らかに必要性が低
いと思われる実験が、「不都合な」実験データとして隠蔽されてしまう可能性がある。
動物実験に反対する多くの人は、このような不透明な現状に疑問を抱いている。実際問題として今すぐ動物実験を廃⽌
することは不可能であるが、そうした人々の心情を逆撫でせず、実験動物の福祉にも適った実験を⾏うことは可能である。
動物実験の透明性確保のためにも、具体的かつ強⼒な法規制が必要なのではないか。動物実験自体が不要とする意⾒の正
当性を判断するのは困難である。しかし、自⼰満足のため、あるいは研究助成⾦獲得のために⾏われる実験12は無くさな
ければならない。
科学と倫理は別の次元に存在する。その異なった⾔語で語られる２つの世界をつなぐのが法の役割ではないだろうか。
悪事を働く者がいるから法で規制するというよりは、何か大切なものを⾒失いそうなときの目印として法を制定する。自
分が進むべき道の拠り所とするからには、その法に確固たる地位を与える必要がある。ガイドラインは努⼒目標であり、
絶対ではない。指針だけ作成して、後は研究者の良心に委ねるというのでは、科学と倫理の両⽴を目指すどころか、共倒
れになってしまうのではないかと私は危惧する。
現在、世界で最も規制が厳しいのがイギリスであるといわれているが、イギリスでは、およそ 230 の施設が動物実験
の許可を得ており、およそ１万 4000 人の科学者が個人免許を所有している。内務省から免許を得るためには、適用可能
な動物実験代替法がひとつもないこと、実験動物が被るいかなる不都合な影響も潜在的な利益と⽐較評価して後者より大
きいものではないこと、苦痛が最小限に抑えられること、ケアと福祉が保証されることを⽰さなければならない。また、
イギリス内務省によると、2005 年には 290 万弱の動物実験が⾏われた。1976 年以来、動物実験の数は全体として減少
していたが、ここ数年は、徐々に増加している。増加の理由は主に嚢胞性線維症のような人間の疾病モデルとして遺伝子
を組み換えたマウスが使用されるためである。大半の実験は⽐較的、繁殖や飼養が容易で、基本的な生態や科学的性質を
人間と共有しているげっ⻭動物を使って⾏われる。犬と猫の使用はかなり減ってきており、2005 年に猫を使って⾏われ
た実験は約 300 で、犬は 5400 だった。犬で最も一般的に使用されるのはビーグル犬である。13 このように、透明性
の⾼い実験が⾏われることは、動物の福祉にもつながると考えられる。

ⅱ自主規制路線を採用する歴史的背景
研究者にとっては、規制は緩ければ緩い程、自⼰の目指す研究を自由に⾏うことができて都合が良いだろう。内部事情
を何もわかっていない⽴法者が勝⼿に動物実験を法で規制することによって研究費用が跳ね上がるかもしれないし、今ま
でできていたことができなくなって完成間近の研究に⽀障を来すことがあるかもしれない。あるいは、倫理的側⾯を強調
するあまりに研究が他国に遅れることは科学者として不本意かもしれないし、特定の生命観に基づいた法的強制⼒をきて
いすることに違和感を覚える研究者もいるだろう。さらに、動物実験従事者である大上は、⽇本社会の規制に一つの⽅向
性を与えた孔子の思想に「人間を正しく導くには、政治や刑罰では難しい。それは道徳によるべきである」というものが
あり、これを動物実験のような生命の問題を緩和する際のヒントとして考えると、法律のような⾔語システムよりも道徳
や礼のような感性の働きが重要ではないかと述べている。(大上 2005:ⅳ)

12

動物実験は「科学者」が政府や私企業から巨額の助成⾦を得られる種類の「研究」なのである。その前提は、実験で

動物を使えば使うほど、結果が信頼できるものになるだろうということである。(ハンス 2002：46
13

要約)

http://www.ava-net.net/fact/england.html
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しかし、法規制がなされない理由はそれだけでなく、もっと根深い事情があるように思える。そこで、これまで人と動
物がどのように関わってきたかを過去に遡って考えてみたい。
動物の愛護及び管理に関する法律の基となる動物の保護及び管理に関する法律は、1973 年 9 ⽉に議員⽴法によって急
遽制定された。当時は捕鯨問題で⽇本が世界からバッシングを受けていた上に、英国首相やエリザベス⼥王の訪⽇、天皇
の訪英があり、⽇本としても先進国らしい動物の保護に関する法律を制定する必要に迫られていた。14その際に、人にと
って動物とはどういう存在かということをはっきり認識する必要があり、歴史的な動物観を参考にしたのではないだろう
か。
まず、⻄洋の動物観を参考にしたいと思う。
デカルトは動物機械論の⽴場から、動物には精神（魂）がないから「単なる機械」であり、人間には精神があるから「単
なる機械」ではない。人間だけが精神（理性）をもっている証拠は人間のみが⾔葉を話すからである。したがって人間は
動物を道具として利用するができる、と主張した。(デカルト 2001)
カントは動物⼿段論の⽴場から、動物には理性がないので、「実践理性」に基づく道徳的地位もない。単に目的の⼿段
としてのみ存在する。その目的とは人間である。したがって人間は動物を道具として利用することができる、と主張した
(カント 2004)。
デカルトとカントに対照的なのが以下の２人である。
ベンサムは功利主義思想から、道徳的に正しい⾏為とはこの世の中にできるだけ多くの幸福をもたらすことであり、苦
痛は道徳の最大の敵である。私たちが道徳的であろうとするならば、痛みを感じる存在に対して、痛みを与えてはならな
い。動物も感覚があり、苦痛を感じることができるので、道徳的に扱われる権利がある。したがってその権利を法律で守
ってやらなければならないと主張した(ベンサム

1967)。

シンガーは種差別主義撤廃と功利主義的な観点から、苦痛に関する道徳的配慮に関しては種差別をすべきではない。苦
痛への配慮の実践としてベジタリアンになることを推奨する。甲殻類が苦痛を配慮すべきかどうかの境界線上にあり、軟
体動物には配慮しなくてよいと主張した(シンガー

1979)。15

次に、⽇本の動物観を参考にしたい。
動物の愛護および管理に関する法律第一章総則の基本原則には、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、
動物をみだりに殺し、傷つけ、⼜は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性
を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」と規定されている。これは、法律であえて「殺してはならない」
と規定しなければなければならないほど動物の生命が軽んじられていたことの表れではないか。そもそも、法律の名称に
ある「保護」や「愛護」という⾔葉には、保護・愛護するものとされるものという上下関係が存在し、対等な⽴場ではな
いことが前提となっている。法的にも、飼っているペットが交通事故にあったら器物損壊罪16が適用される等、動物は「物」
と⾒なされる。このような慣⾏の中で、本当に自主規制による実験動物の福祉が成り⽴ち得るのか疑問である。

14

松田幸久 わが国の動物実験に関する規制⽅式－研究機関内動物実験委員会の役割－（ウイルス学会 2001 年 11 ⽉

大阪）講演記録より要約
http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/matsuda/kougi/kougi.html
15

各人の学説の要約には大上泰弘『動物実験の生命倫理』、p.93〜118を参考にした。

16

刑法第 261 条（器物損壊）：3 年以下の懲役または 30 万円以下の罰⾦もしくは科料
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第４節 結論
序論で提起した問題を考察していきたい。
その人がその人であることを、普段私たちはどのようにして認識しているのだろう。何がその人であることを決めてい
て、何が無くなったらその人ではなくなるのだろう。もし⾔動を司る脳の移植が可能ならば、脳を移植されたその人は一
体誰になるのだろう。
脳医学者の川村医師によれば「脳のニューロンは一生にわたって保持される。そこでそのヒトに独特の個性が⾏動にあ
らわれ、人格も生まれてくる。生涯にわたって蓄積される記憶は、そのヒトの以後の⾏動に反映する。脳をとりかえられ
たヒトはもはや同じヒトではない。」(川村 1988:125)。その人がその人であることは、外⾒や⾏動パターン、声や癖と
いった個々の要素が総合的に絡まりあって決定している。ということは、実⾏可能性はほとんどなく非現実的ではあるが、
たとえ脳全体のとりかえが技術的に可能になっても実⾏してはならない。自然の中で生きているということを忘れた人間
は、環境破壊によって自らを滅亡への途に追いやるように、⾏き過ぎた医療によって自らを滅ぼすかもしれない。それで
は、人を生かすという医療の在り⽅と本末転倒である。
以上のことから、ホワイト教授の⾏ったサルの脳移植実験は不必要であると⾔えるのではないか。もっとも、川村医師
の⾒解がホワイト教授の実験を受けてのものである可能性は否定しきれない。私は、科学者にとって探究心が最も重要な
要素の 1 つであるということに異論はないが、どうしてもこの実験は「医学的知識の蓄積」や「基礎医学の研究」と称
される研究のための研究であり、科学や人類の福祉のためという理由は後付けで、彼の知的好奇心の追求を優先させただ
けのように思えて仕⽅ない。そして、⽇本でも同じことが⾏われないとは限らないのである。しかし、なぜ医療技術等の
発展を目的とする実験が認められて知的好奇心を満たすためだけの実験が認められないのかという反論があるかもしれ
ない。それは、他の生命を弄ぶような⾏為だからではないか。生命とはそれほど軽々しく扱ってよいものではない。
また、実験動物がサルだから駄目でラットならいいというわけでもない。実験に使用される動物は、それなりの合理性
と目的があって選択されているのだから、より人に近い種のサルの命がラットの命より尊いと考えるのは種差別である。
ただし、種差別を問題にする場合、その線引きをどうするかについての明確な論拠を⾒出しえない。私⾒では、痛みを感
じることができるかどうかが今の時点では適切ではないかと考える。
このように様々な基準が曖昧だからこそ、ガイドラインという形よりも厳格な法規制が必要であると考える。その規制
内容には実験施設の認可・実験計画の届出・実験者の資格取得を義務化することを、動物使用の条件には苦痛の除去と必
要性が明確であることを求める。
動物を殺すという⾏為のみに着目すれば、それは⾷⾁加工のための屠場でも⾏われている。しかし、動物実験同様その
実態が知られることは少ない。私たちは、社会が動物を殺して成り⽴っているという残虐な事実をできる限り意識から排
除し、目を背けているのではないだろうか。この関係の希薄さを打開するためにも情報を公開し、実験者と一般市⺠が共
通の認識をもてる、ギャップのない環境を整えることが重要である。ただし、動物実験が医学の発展に必要不可欠と頭か
ら決め付けない姿勢と、動物実験代替法の開発が重要である。

参考⽂献
ＩＬＡＲジャーナル４１(２)著、中井伸子訳(2006)『動物実験における人道的ポイント』,アドスリー.
I.・カント著、宇都宮芳明訳・注解(2004)『実践理性批判』,以⽂社.
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大上泰弘著(2005)『動物実験の生命倫理―固体倫理から分子倫理へ―』,東信堂.
川村浩(1988)『脳はとりかえられるか』,共⽴出版.
デカルト著、野田⼜夫ほか訳(2001)『⽅法序説ほか』,中央公論新社.
デボラ・ブラム著、寺⻄のぶ子訳(2001)『なぜサルを殺すのか』,白揚社.
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技術と人間.

ベンサム；J.S.ミル、関嘉彦責任編集(1967)『世界の名著』,中央公論新社.

参考ホームページ
⽂部科学省 http://www.mext.go.jp/
環境省

http://www.env.go.jp/

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/index.html

農林⽔産省

http://www.maff.go.jp/
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ヒト・クローン技術に対して人の倫理観や法はどうあるべきか？
中野祐輔
第１節

ヒト・クローンとは何か？

本題に⼊る前にまずヒト・クローンとは何か？ということを確認しておかなければならない。ヒト・クローンとはある人
の体細胞の核を、核をあらかじめ除去した卵子に移植するなどの⽅法によって遺伝的観点から⾒れば同じである人間を新
しく誕生させることである。つまり、ある男性から核を採取し、ある⼥性から卵子を採取してクローニングした場合は核
の提供者である男性の双子とも呼ぶべき生体が、またある⼥性から核を採取して、別のある⼥性の卵子とクローニングさ
せた場合は核の提供者である⼥性の双子が、さらに同一の⼥性から核と卵子を採取した場合はその⼥性の双子と呼ばれる
にふさわしい生体が得られるのである。この⽅法を使って誕生した生体の最も有名な例がクローン羊のドリーである。こ
れは医師であり、生物学者でもあるアンリ・アトラン⽒の⾔葉を借りると「生殖的なクローニング」と呼ばれるものであ
る。彼はクローンを２つに分類しているが、これはその２つのうちでは生物の誕生の仕組みに対する人の技術の介⼊をよ
り少なくしうるものであると思われる。そして
この「生殖的なクローニング」に対するもう１つのクローンが「非生殖的なクローニング」である。これはどういった
クローンなのか？その良い例が細胞のクローニングである。
この細胞のクローニングとは１つの細胞を分裂させていき、遺伝的に同一な細胞グループを作る技術である。その細胞
の中で胚になる可能性のある細胞を最後まで発達させていくと新しい生命が誕生する。このような「非生殖的なクローニ
ング」の自然界の生殖のメカニズムに対する人間の技術の介⼊の大きさが人々の脳裏にいわゆる「試験管ベビー」という
ものを連想させるのではないかと私は考える。人を「モノ」のように科学的に扱う技術といえるだろう。つまり、ヒト・
クローンとは体細胞や胚の細胞から核移植によって胚を作り、その胚を最後まで育てることで新しい生命を誕生させるこ
とだといえる。しかしクローンにはまだまだ問題がいくつもある。生まれてきたクローン⽜のリンパ球数が多いなどの科
学的な⾯の問題はもちろんのことだが、倫理的な問題もある。クローンはその技術の内容ゆえに漠然とした恐怖を孕んで
いる。人間を「モノ」のように扱い、人間のコピーを作る技術のように思われるからである。確かにクローンの理論上で
はそれも将来的には可能であり、その危険もおおいにある。しかしそのような漠然とした恐怖だけでクローンの他の利点
まで避けてしまってよいのだろうか？本論⽂ではこのような倫理的な問題に焦点をおいて話を進めていこうと思う。

第２節

倫理観とは何か？

さて、前節の最後に少し触れたようにクローンを語る上でどうしてもおさえておかなければならないのが倫理的な理論
によって主張される人の心の中にあるクローンに対する敵対心である。倫理はしばしば法や慣習、常識などといった⾔葉
に変わり我々の⾏動を規制する。クローンもその例外ではない。⾝の周りに目を向けてみよう。たとえば現在小説や映画
などの人が創った物語は多種多様にあるが、それらの中でクローンが出てくる時、それはいつも共通して敵の技術であり、
あたかも人類の敵であるかのように描かれている。(ルパンⅢ世のマモー、スター・ウォーズのクローン・トルーパーな
ど)。そしてそれらの登場人物は決まって駆逐されている。これは人の心が、人の倫理観がクローンを受け⼊れていない、
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むしろ排除しようとしている良い証拠ではないだろうか？
倫理とは「仁義」や「正義」
、
「善」といった⾔葉に代表されるように一般的に「正しい事」とされるものであるといえ
る。そして人の描く物語の主人公は基本的に「正義」である。
つまり、物語の主人公に敵対する登場人物や、その人物達の考えや⾏動には「正義」に反する「悪」
、つまり倫理に反
する「悪」であるという意図が含まれている。しかし、倫理に反すると一⾔で⾔っても倫理の「何に」反するのかはわか
らない。クローンは具体的には人の倫理観の「何に」反しているのか？
まず挙げられるのが「生命の尊厳」である。これはつまりヒト・クローン胚を「モノ」として扱うことに反する倫理観
である。このヒト・クローン胚の「地位」はとても難しく、生命の始点をどこに置くかによって意⾒が変わってくる。こ
のことについて東京大学教授であり、生命倫理専門調査会に在籍していた島薗進は著書『いのちの始まりの生命倫理』の
中で次のように⾔っている。

受精胚は十全な人権をもった「人」として遇することも、単なる「モノ」として遇することもできない。そこで、ヒト
胚の地位についてどう考えるのかという問いが成り⽴つ。

この事からわかる事、それは「人の倫理観において、人を「モノ」のように扱うことは許されない」ということである。
「生命の神聖さ」や「人権」など、⾔葉にすれば幾つもの問題に分かれるが、根本にある問題はこれである。一⾒何の違
和感もない「正しいこと」のように感じられるだろう。だが本当にそうだろうか？強い恐怖から逃げるためだけにもっと
もらしいことを述べているだけではないか？また百歩譲って仮にそうだとしよう、正しいことだとしよう。ならばそれは
絶対に許されないことなのだろうか？私はここを改めて問い直す必要があると考える。よって私はこの点に問題意識をお
き、以下に自説を展開してゆくこととする。では、まずクローンに対する最も大きい規制である法に目を向けていこう。

第３節

現⾏法とその問題点について

現在、⽇本におけるクローン技術に関する法律は実質生命倫理委員会などによって定められた「ヒトに関するクローン
技術等の規制に関する法律」(クローン技術規正法)のみであり、これと指針(ガイドライン)の併用によって規制がなされ
ている。以下はその内容の主な内容の抜粋・編集である。

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律（平成十⼆年十⼆⽉六⽇法律第百四十六号）
第一条 （目的）この法律は、ヒト⼜は動物の胚⼜は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術（以下「ク
ローン技術等」という。）が、その用いられ⽅のいかんによっては特定の人と同一の遺伝子構造を有する人（以下「人ク
ローン個体」という。）若しくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体（以下「交雑個体」という。）を作り出
し、⼜はこれらに類する個体の人為による生成をもたらすおそれがあり、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び⾝体
の安全の確保並びに社会秩序の維持（以下「人の尊厳の保持等」という。）に重大な影響を与える可能性があることにか
んがみ、クローン技術等のうちクローン技術⼜は特定融合・集合技術により作成される胚を人⼜は動物の胎内に移植する
ことを禁⽌するとともに、クローン技術等による胚の作成、譲受及び輸⼊を規制し、その他当該胚の適正な取扱いを確保
するための措置を講ずることにより、人クローン個体及び交雑個体の生成の防⽌並びにこれらに類する個体の人為による
生成の規制を図り、もって社会及び国⺠生活と調和のとれた科学技術の発展を期することを目的とする。
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第三条（禁⽌⾏為）何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚⼜はヒト性集合胚を人⼜は動物の胎内に移植し
てはならない。
第四条 （指針）

⽂部科学大⾂は、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト

性融合胚、ヒト性集合胚、動物性融合胚⼜は動物性集合胚（以下「特定胚」という。）が、人⼜は動物の胎内に移植され
た場合に人クローン個体若しくは交雑個体⼜は人の尊厳の保持等に与える影響がこれらに準ずる個体となるおそれがあ
ることにかんがみ、特定胚の作成、譲受⼜は輸⼊及びこれらの⾏為後の取扱い（以下「特定胚の取扱い」という。）の適
正を確保するため、生命現象の解明に関する科学的知⾒を勘案し、特定胚の取扱いに関する指針（以下「指針」という。）
を定めなければならない。
第五条（遵守義務）特定胚の取扱いは、指針に従って⾏わなければならない。
第十六条〜第⼆十条（罰則）
附則第⼆条 （検討）

政府は、この法律の施⾏後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り⽅に関

する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の施⾏の状況、クローン技術等を取り巻く状況の変化等
を勘案し、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

以上のようになっている。この法律を⾒ると、人が人を「モノ」として扱うことに対して危惧しているのはわかる。し
かし、それにしては内容が中途半端ではないだろうか？「禁⽌する」と述べた直後の条⽂で既に許容されるヒト胚につい
ての話が出ている。しかも法律を
作った時点でもう附則によって内容を変更する可能性を視野にいれている。罰則規定によって一応法律の様相を呈してい
るが、万人うけする倫理によるロジックを使うことで将来的な恐怖から逃げているだけではないだろうか？その上で「特
定胚」という概念を新たに作り出し、それらの取り扱いについては指針によって認めてしまいたいという科学者やその関
係省庁の狙いがここにうかがえる。さらにこの法律は⾒⽅を変えるとまた違う問題が⾒えてくる。その問題を島薗進⽒は
次のように述べている。

クローン胚やクローン胚に似通った人工的に作られた胚について、あたかもその存在が当然であるかのような記述をし
ている。本来はそのような人工的な胚を作ってよいかどうかを議論すべきだったが、それを⾶ばして既成事実化しよう
としたのである。だからこの法律はクローン胚の作成を認めたかのような印象を与えるものとなっている。

わかるだろうか？つまりこの⾒⽅をすればこの法律は「クローン胚は存在する。しかし使ってはいけない。でも使って
いい胚もある。」という中途半端な意味にとれるということである。これでは規制しているのか存在を認めているのかわ
からない。ではどうするべきなのか？なぜ中途半端になったのか？私は法律が倫理観と科学への期待の両⽅を下⼿に追っ
てしまったという失敗に原因があると考えている。次節ではこの問題点について考えていこうと思う。

第４節

これからのクローンへの対応について

さて、さっそく前節で挙げた問題点を⾒ていこう。なぜこの法律が中途半端に内容変更の余地を残したのか？それはこ
の当時の人もクローンの利点に気づいていたからである。クローンにはアルツハイマーなどの難病治療に役⽴つという医
療的な側⾯があり、当時クローン技術規正法を作った人達もそれに何となく気づいていたのであろう。(当時はまだアル
66

ツハイマー治療に役⽴つということまではわかっていなかったが)。これがどういったことを意味するのか？それはこの
法律が将来的なクローンへの恐怖ばかりに視点をおきすぎていて、クローン技術それ自体をあまり⾒ていなかったという
こということである。いや、あまりみていなかったにもかかわらず、その利点には気づいていたと⾔った⽅が正しいのか
もしれない。島薗⽒の⾔ったとおりならば、少なくともこの法律の条⽂を書いた人はクローン胚の存在を認めていたのだ
から。附則の検討に関する規定も「特定胚」という概念もクローン胚やクローン技術自体を検討する余地だと考えると納
得がいく。しかし、もしそうだとするならば私はこう主張する。検討はもう十分ではないだろうか？この法律ができたの
は 2000 年、8 年も経っている。ここまでの研究でクローンの利点は十分⾒えてきただろう。クローンの研究は⽇本だけ
でなく世界の至る所で⾏われているのだから。もう
この中途半端な法律に別れを告げてもいいのではないだろうか？
そう、人はそろそろクローン技術自体に目を向け、その利点を恐怖にとらわれずに正しく評価し、その上で必要最低限
の規制をきっちりとかける、という段階にきているのである。今のように一部の恐怖のために利点も含めたクローン技術
全体に規制をかけ、例外的に一部を認可するというやり⽅をしていてはいけないのである。私はむしろ逆でもいいと考え
ている。クローン全体を認可し、一部の危険に対してのみ規制をかける、これが正しい法の在り⽅ではないだろうか？そ
う考えるのは私だけではない。生命倫理専門調査会⻑の薬師寺泰蔵⽒は平成 16 年 6 ⽉ 23 ⽇に発表された「人クローン
胚の作成・利用に関する暫定的結論の提案」の中でこう述べている。

人クローン胚の作成・利用に関するこれまでの議論を踏まえると「現時点において人クローン胚を用いた再生医療への
⾒通しが確実ではない」、
「人にこれを用いたときの安全性に関しても問題がある」等とする意⾒があるとしても、ヒト
胚を尊重するという基本原則に反しない限りにおいて、医学による福利を求める人々の希望に応えるためには、社会選
択として、臨床応用の段階ではない基礎的な研究に限っては、人クローン胚の作成・利用に道を開くことを基本的⽴場
とせざるを得ないと考えます。(島薗進

2006)。

これだけでもかなり人がクローンと向き合えるようになった証拠にならないだろうか？
さらにこれと同時に発表された「報告書案作成に向けた人クローン胚の作成・利用に関する暫定⽅針(案)」でも次のよ
うに述べられている。

一

人クローン胚の作成・利用に関する基礎的な研究の推進は、再生医療の実現につながる場合には、我が国の医療体

系を一変させる程大きな恩恵を有する可能性がある一⽅で、動物実験における安全性等の不安も大きく、我が国の社会、
更には人類全体にも大きな影響を与え得るものと考えられる。
⼆

したがって、このような医療技術の研究は、その時代の生命倫理観や科学的知⾒を十分勘案し、一定の規制の下に

国として慎重かつ段階的に進める必要がある。
三

このため、人クローン胚の作成・利用について、臨床応用の段階でない基礎的な研究に限り容認することとし、そ

の実施に向けて扉を開くこととするが、以下の枠組みが整備されるまでの間はモラトリアムとする。
(一)

クローン人間が産み出されることの事前防⽌等、人クローン胚の管理に万全を期すとともに、未受精卵の⼊⼿を

制限し、提供⼥性を保護するための制度的枠組みの整備。
(⼆)

人クローン胚を用いた再生医療に向けた研究を進める意義について科学的検証を続ける枠組みの整備。この科学
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的検証は、人クローン胚に関する研究成果のみならず、動物を用いた研究の成果も含めた広範な知⾒に基づいて⾏うも
のとする。また、この結果に基づいて必要な場合には、研究中⽌の勧告も⾏い得るものとする。
四

これらを満たすためには、人クローン胚の作成・利用は、当分の間、研究能⼒や設備等が充分整った限定的な研究

機関において実施されるべきと考える。

なぜここまでクローンと向き合えるようになったのか？それはクローン技術規制法の下でまがいなりにも続けてきた
クローンの研究によってクローンの輪郭が浮き彫りになってきたからである。ならばもっと研究すればもっと利点や短所
が⾒えてくるのではないだろうか？このように既にクローンの研究は既に始まっている。もはや⽌めることはできない。
ならば今法に求められることは上の⽅針のように「認めていいもの」「絶対にみとめられないもの」を明確に区別するこ
とのみであると私は考える。特に「認められないもの」に関しては例外などなくはっきりと提⽰しなければならない。こ
れを「指針」などではなく「法」によって厳しく規制することが重要であると私は考える。
こう⾔うと「認められないものと認められるものの区別はまだできない。できないからこそもっと段階的に、モラトリ
アム的に規制して研究が進む過程に応じて規制の輪を広げたり縮めたりすべきだ。」との反論を受けるかもしれない。
しかし「低く脆い壁」だと人は外が⾒えて不自由を感じるものである。だからこそ法律によって「⾼く硬い壁」を作っ
て「絶対に認めてはならない」ことを⾒せないことが研究者達を自由にし、また人の倫理も守られることができるのだと
私は考える。
さて、前節の最後で少し厳しく書きすぎたためにこちらの主張が少しぼやけたかもしれない。結論として改めて簡潔に
⾔わせてもらうとすると、私はクローンに対し、人はもっと広く認めて、もっとしっかりと認めないようにすべきだと考
えている。絶対に認めない部分は 100 年先でも認めない位の気持ちで、その位⾼い倫理レベルのもののみを厳しく、そ
してはっきりと規制して、あとは可能な限り広く認めるべきである。倫理、科学、どちらも人間にとって重要なものであ
る。この２つの共存は時にとても難しい。だが、幸いクローンに関してはさほど難しくはないように感じられる。生命に
関する倫理観はほぼ完成しているが、科学はまだまだ未発達である。ならば完成しているものが必要最低限のものだけを
きちんと守りさえすれば、あとは科学に譲ればいいのではないだろうか？私はさほど難しいことではないと考えている。

参考⽂献
アンリ・アトラン、マルク・オジェ、ミレイユ・デルマ＝マンティ、ロジェ＝ポル・ドロワ、ナディーヌ・フレスコ著、
工藤妙子訳(2001)『ヒト・クローン

未来への対話』⻘土社

島薗進(2006)『いのちの始まりの生命倫理』春秋社
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クローン技術はいかに規制されるべきか
廣岡和
第１節 序論
医療技術の進展は私達に数々の希望を与え続けてきた。しかしながら、その技術は私達の生命を操作するに至るまで発
展してしまったのである。人工授精や体外受精など、昔では有り得なかったような技術が既にいくつも誕生している。そ
の最後の砦ともいえるのが「クローン技術」ではなかろうか？
昨年の８⽉で⾏われたゼミ合宿において、クローン技術の是非が問われたが、その議論は主に、技術 VS 倫理観という
ものであり、具体性を持ちえた技術が優勢をとった。これはあくまでゼミ上の話であるが、結局フィールドが大きくなっ
たとしても、結果は同じではないかと思う。抽象性は、結果的に具体性を論駁する事が難しい。具体的なメリットを目前
に、抽象的なデメリットは勝ち目はない。
しかし、生命技術において、技術の効果ばかりに注目して、その導⼊を認可するのはいかがなものであろうか？そこに
生命倫理という抽象的な「倫理観」が⼊り込む隙はないのであろうか？
既に可能であると⾒込まれている技術、⾊々な効果が期待されている技術にストップをかけることは難しいとは理解し
ながらも、生命の改造に抑⽌をかける⼿がかりを模索したい。

第2節

クローン技術の基礎知識

１．クローン技術の誕生
近年の生命に関する科学技術の発展は目覚ましい一⽅、こうした科学技術の進歩に伴い、これら科学技術と人間・社会
との接点も拡大しつつあり、いわゆる生命倫理の問題が、国内的にも、また、国際的にも大きな課題となってきている。
特に、クローン技術については、
、核移植の技術を用いて、羊の成体の体細胞に由来する核を持つ子羊の誕生が報告され
て以来、世界各国で、動物を用いたクローン個体産生に関する研究が進んでいる。同年７⽉には遺伝子組み換え技術とク
ローン技術の組み合わせにより、人の血液凝固因子関連遺伝子を組み込んだ羊の産生に成功し、その後も、ウシ、マウス
の体細胞クローンが誕生するなど、世界各国において、クローン技術に関する研究が推進されている。 しかし、一⽅で
は、平成１０年２⽉には、米国の研究者が体細胞の核移植による人の個体の産生を計画中であるとの報道がなされ、同年
１２⽉には韓国において、人の体細胞クローン胚を作成したとの発表がなされる等、世界的にクローン技術の人個体産生
への適用の可能性及びその実施の是非について種々の観点からの議論が起こっているわけである。

２．クローン技術の応用
このように、クローン技術が研究されているのは多⽅⾯に応用が利くためである事をここで改めて確認しておきたい。

①⾷料安定供給
クローン技術によって、⾁質の⾷い⽜、乳量の多い⽜など、⾷料として優良な動物を大量生産出来る可能性がある。
②実験用動物の⾰新
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医療分野をはじめ多くの分野で、マウスやラットなどの動物を使った実験が⾏われている。同じ種類の動物で実験を
⾏っても、遺伝子の違いにより実験結果が異なる場合がある。クローン技術によって、同じ遺伝子を持った動物を大
量生産出来る可能性がある。また、人の疾患の研究では、人と同じような疾患を持つモデル動物が欠かせないが、ク
ローン技術を用いれば、そのような疾患モデル動物を安定かつ大量に供給する事が可能となる。また、人の疾患の研
究では、人と同じような疾患を持つモデル動物が欠かせないが、クローン技術を用いれば、そのような疾患モデル動
物を安定かつ大量に供給する事が可能となる。
③希少動物の保護・再生
クローン技術を使って、一つの個体から複数の個体を産生する事により、絶滅の危機に瀕している動物の絶滅を回避
できる可能性がある。また、絶滅してしまった動物でも体細胞が残っている場合は、それらを利用して再生できる可
能性がある。
④医薬品の製造
病気の治療には、たんぱく質で出来た医薬品を必要とする場合が多く有り得る。たんぱく質はその構造の複雑さから、
化学的に合成する事は非常に困難です。そのため、これらの医薬品は現在、大量処理した人の輸血や巨大な装置の中
で培養した細胞から必要なたんぱく質を分泌されたたんぱく質を分離する事により、医薬品を効率的に製造出来る可
能性がある。
⑤移植用臓器の作製
臓器移植が難しい理由の一つに、移植用臓器の不足が挙げる事が出来る。遺伝子組み換え技術等によって、人の組織
との適合性を向上させるための遺伝子を導⼊した動物を産生出来れば、その臓器を人に移植する事が出来るようにな
り、その動物をクローン技術を用いて大量に産生すれば、移植用臓器の不足を克服出来る可能性がある。

また、このようなクローン技術を人へ適用した場合、下記の事が可能となる。

①子供を欲しい夫婦が不妊の場合
子供を欲しい夫婦が様々な不妊治療を試みても子供が出来ず、尚、子供を望む場合、クローン技術により夫婦のどち
らかの体細胞を使って子供を誕生させる事が出来る可能性がある。
②科学的研究を⾏う場合
クローン技術を用いて人の発生過程の研究や寿命・形態等の研究、さらには生殖細胞の分化に関する研究などを⾏え
る可能性がある。
③移植用臓器を作製する場合
動物を用いて移植用臓器を作製する可能性の他、患者が自分の細胞を使って臓器移植に必要なクローン臓器を作製出
来る可能性がありますが、しかし、クローン技術によって移植用のクローン臓器のみを産生する事は出来ない。

３・クローン人間の問題点
しかし、クローン技術が上記のような応用がきき、社会的貢献も⾼そうに⾒えるが、その対象が人間となった時、すな
わち「クローン人間」誕生に至る時、私達はその技術をすんなりとは受け⼊れ難い。それでは、「クローン人間」にはど
のような問題があるのだろうか。それは、感情的なものであり、論理的に説くのはかなり困難な問いではあるが、我が国
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では 1997 年 9 ⽉に科学技術会議に設置された生命倫理委員会において検討が⾏われた結果、クローン人間の産生を禁
⽌するべきとされ、その理由として、次のような事が指摘された。

①既に存在する特定の個人の遺伝子が複製された人を産生する事により、体細胞の提供者とは別人格を有するにも関わ
らず常に提供者との関係が意識され、実際に生まれてきた

子供や体細胞の提供者に対する人権の侵害が現実化・明

白化する事になる。
②遺伝子が予め決定されている無性生殖であり、受精という男⼥両性の関わり合いの中、子供の遺伝子が偶然的に定め
られるという、人間の生殖に関する基本認識から著しく逸脱するものであり(人間の生殖に関する基本認識からの大
きな逸脱)、かつ、親子関係等の家族秩序の混乱が予想される事。
③動植物の育種と同様、クローン技術の特⾊である予⾒可能性を用いて、特定の目的の達成のために、特定の性質を持
った人を意図的に作り出そうとする事(人間の育種)や、また、人間の特定の目的の達成のための⼿段・道具とみなす
事(人間の⼿段化・道具化)に道を開くものである事。
④安全性の⾯の問題がある事。動物のクローン個体の作成においては、胚の作成が難しい事、着床しても流産の割合が
多い事、もし生まれたとしても奇形の出生率の⾼い事などの問題がある。また、クローンの胎児は過大児となる事が
知られており、⺟胎の提供者の安全を脅かす可能性もある。

と、上記のような問題点が囁かれる中、クローン技術に規制をかけている国も少なくはない。

第３節 各国の規制
１． 各国の対応
今般のクローン羊の誕生を契機として、欧米を始めとした各国及び国際機関において、クローン技術の人への適用の規
制について種々の検討が⾏われた。

【米国】
2005 年 5 ⽉に連邦議会下院を通過し、難航しながらも 2006 年 7 ⽉ 18 ⽇に上院を通過した 2005 年幹細胞研究増
進法案（H.R.810, 109th Cong.（2005）.）に対して、翌 19 ⽇、ブッシュ（George W. Bush）大統領の拒否権が⾏使
された。ブッシュ大統領による拒否権⾏使後、下院は法案提出院として、拒否権を覆すための再採決を⾏ったが、3 分
の 2 以上の多数での再可決には至らなかった。いまのところアメリカにおいては、ES 細胞やヒトクローン胚由来の ES
細胞の研究を直接規制する連邦法は存在しない。しかし、これらの研究に対して、国⽴衛生研究所等を通じた連邦資⾦の
援助が可能かどうかについては厳しい制限がある。2001 年の ES 細胞研究に関するブッシュ大統領の政策発表以来、倫
理的問題を回避する目的で、胚を破壊せずに幹細胞の採取を⾏う研究の⽀援に関する法案が審議されている。ブッシュ大
統領も、このような法案に対しては⽀持を表明していた。統領生命倫理委員会（President’s Council on

Bioethics：

PCBE）は、2002 年 7 ⽉の報告書で、クローン人間産出に関する研究を禁⽌し、治療目的でのヒトクローン胚作成等の
クローン研究も 4 年の期限付きで禁⽌する⽴法を⾏うことを勧告した。また、不妊治療時に⾏われる胚の着床前診断等
に関する事後評価を⾏うことも、あわせて連邦政府に要請した。第 109 議会では、クローン研究に関する法案も数多く
提出されているが、現在のところ、いずれも提出された院の委員会段階で審議が停滞している。例えば、生殖目的である
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か治療目的であるかを問わずクローン技術の適用を禁⽌する内容である、2005 年ヒトクローニング禁⽌法案や、治療目
的に限定したヒトクローン胚研究を認めるが、受精卵に対する体細胞核移植は禁⽌する、2005 年ヒトクローン禁⽌及び
幹細胞研究保護法案等である。

【フランス】
フランスの特徴は、生命倫理という観点から、生殖補助医療やそれに密接に関係する胚の研究、さらに臓器移植や遺伝子
診断までも包括する「生命倫理法」の体系をつくりあげたことにある。この生命倫理法のなかには「人の胚の保護につい
て」という規定が定められており、原則として人間の胚についての全ての検査や実験は禁⽌されており、ヒトクローンの
作成も、この規定が適用され禁⽌されることになるのである。平成９年２⽉２７⽇にシラク大統領が、生命科学及び健康
科学のための国家倫理諮問委員会にクローン技術の人への適用に関するレビューを⾏うことを指⽰し、同年４⽉２４⽇に
は、同委員会から、生殖に男⼥の両性が関与し、かつ、偶然性が介在することにより各個人の唯一性が確保されることが、
人間の尊厳保護の基本的要件であること、クローン技術により産生される人は道具化され、他者の目的のための⼿段とし
て使われる可能性があり、こうした視点から人のクローン個体を人為的に産生することは倫理的に許されるものではない
こと、人のクローン個体の産生については、既存の法律で禁⽌されていると解釈できること等の報告がなされた基盤は全
てこの「生命倫理法」にあったのであろう。こうした「人間の尊厳」を打ち出す背景には、人権宣⾔の国としての歴史が
ある事、また、人が人を作り出すことは、創造主である神の役割を演ずることであり、許されないことである、という宗
教的な考え⽅があることも否定できない。カトリックがいう、受精卵はその発生の当初から人であり、完全な尊厳がある
という主張も大きな影響があると思われる。

【ドイツ】
ドイツもまた「人間の尊厳」という理念を掲げ、
「胚保護法」によって生殖補助医療⾏為における禁⽌事項を定めており、
ヒトクローン胚を作成した者は処罰される。ドイツの憲法に相当するドイツ基本法の第一条は「人間の尊厳は不可侵であ
る。」と⾼らかに謳い、これを尊重し保護することを国家の義務と定めている。これは、ナチスドイツが国家の名のもと
に人間の尊厳を著しく踏みにじり、大量虐殺を犯したことへの強い反省に⽴つからであると思われます。ドイツにおいて
は、この「人間の尊厳」の保護という⽴場から、人間の萌芽としての胚に対しても国家が保護義務をもつと考えている。
ドイツでは、生まれてくる子どもの幸福のために、国家が積極的に介⼊し、親の権利が制約されるのもやむをえないと考
えるのである。それは、アメリカが、現に生きている個人の権利を最大限に尊重し、国家の介⼊を極⼒抑⽌しようとする
のとは対照的ではある。

【イギリス】
平成９年２⽉２７⽇に、ヒト遺伝学諮問委員会が、核移植によるヒト胚のクローンの作成が「人の受精と胚研究に関する
法律」(１９９０年)における禁⽌対象に含まれることを確認した。次いで、同年３⽉２０⽇には下院科学技術特別委員会
が、同法律における、成体体細胞由来核の除核未受精卵への移植による人のクローン個体産生の位置づけを明確化するた
め、所要の改正を⾏うべきであるとする報告をまとめた。その後、平成１０年１２⽉に、ヒト遺伝学諮問委員会が、人ク
ローン個体を産生しない一定の場合に限って医療のための人クローン胚の研究利用を認め、同法律を改正するべきとの報
告を⾏った。そして、２００１年１⽉２２⽇に、ヒトクローン胚の作成を認める法律を制定するに到った。しかし、クロ
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ーン技術のヒトへの応用は、あくまで医療研究の目的に限定されており、クローン人間をつくることは禁⽌されている。

【欧州評議会】
平成９年４⽉４⽇に、研究目的でのヒト胚の作成の禁⽌等を内容とする「人権と生物医学に関する条約」が調印（平成１
１年１２⽉１⽇発効予定）された他、同条約の追加議定書として、平成１０年１⽉１２⽇に、遺伝的に同一の人間を作り
出すことを目的とするあらゆるクローン技術の使用の禁⽌に関する「人権及び生物医学に関する条約追加議定書」が調印
された。（未発効）
また、平成９年５⽉１４⽇には、世界保健機関（ＷＨＯ）が、遺伝情報が同じ生物を人工的に作り出すクローン技術に
関し、人への応用は容認できないとする決議を採択した。 更に、平成９年６⽉２２⽇には、デンバーサミット８ヶ国首
脳宣⾔において、子孫をつくりだすことを目的に体細胞核の移植を⾏うことを禁⽌するために適切な国内措置及び緊密な
国際協⼒が必要である旨の表明がなされた。このほか、ユネスコにおいても、同年１１⽉１１⽇に「ヒトゲノムと人権に
関する世界宣⾔」を採択し、人間の尊厳に反する許されざる⾏為として、人のクローン個体産生を例⽰している。
以上のように、体細胞由来の核移植によるクローン羊の誕生を契機として、人のクローン個体の産生については、少な
くとも当⾯は、これを禁⽌することが世界的な趨勢となっている。

2．我が国におけるこれまでの対応
一⽅、我が国においては、クローン研究に関連して、まず、平成９年３⽉７⽇に、⽂部省の学術審議会が、科学研究費
補助⾦について、人のクローン研究に関する課題の採択を当⾯差し控えることを決定し。続いて、同年３⽉２１⽇、科学
技術会議政策委員会が「ヒトのクローン研究に関する考え⽅について」を決定し、人のクローンに関する研究については、
当⾯、政府資⾦の配分を差し控えることが適当であるとするとともに、国以外においても、当⾯、そのような研究を差し
控えることを期待する旨表明した。これらを受けて、⽂部省が、同年３⽉２６⽇に「ヒトのクローンに関する研究につい
て」を大学等に通知したのを始め、科学技術庁、農林⽔産省、厚生省、通商産業省等も、関係研究機関に対する周知徹底
を⾏った。しかしながら、このような人のクローン個体の産生に対する政府資⾦の配分の当⾯の停⽌は、安全⾯、倫理⾯
等から議論を尽くすのに必要な時間的猶予を得るための措置という性格を有していた。
このため、科学技術会議は、引き続き、
「ライフサイエンスに関する研究開発基本計画について」
（平成８年６⽉２４⽇
付け内閣総理大⾂諮問第２４号）の審議においてクローン技術に関わる問題を採り上げ、平成９年７⽉２８⽇に検討結果
を答申としてとりまとめた。
同答申においては、クローン技術を用いた動物のクローン個体の産生や個体を産み出さない人の細胞の培養等について
は、「畜産、科学研究、希少種の保護、医薬品の製造等において大きな意義を有する一⽅で、人間の倫理の問題等に直接
触れるものでないことから適宜推進することとすべき」とする一⽅で、クローン技術を用いた人の個体の産生については、
「現在、我が国を含む多くの国において」「社会的に容認されていないと考えられ、さらには、人為的な⼿段により特定
の遺伝的性質を持つヒト個体を選択的に産み出し、人間としての人格を作り出そうとする点等で人間の尊厳にかかわる
種々の倫理的問題を内包していると考えられること、また、産生される生物個体にかかわる科学⾯、安全⾯等の基本的な
知⾒も十分に蓄積されていないことから、これを実施しないこととすべきである」とし、政府資⾦の配分を差し控える等
の「現⾏の決定を当⾯継続すると共に、法的規制の必要性等具体的⽅策については、生殖技術等の観点から議論を尽くし
ていくべきである」とした。
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この答申は、そのまま「ライフサイエンスに関する研究開発基本計画」として、同年８⽉１３⽇に内閣総理大⾂決定さ
れたが、同答申を受け、⽂部省においても、「大学等におけるクローン研究に関する考え⽅」を公表した。
科学技術会議は、更に、同基本計画において、
「倫理的、社会的問題について、国としての姿勢を内外に⽰すべき場合
もあり得ることに備え、情報の収集・分析・検討を積み重ねていくための適切な組織の在り⽅について、積極的に検討す
べき」こととされていることを受け、平成９年９⽉２５⽇、生命倫理に関わる課題について幅広く受け⽌め、広範な価値
観を集約し、人⽂・社会的な観点をも含めた幅広い観点からの検討を⾏う常設の審議機関として、新たに生命倫理委員会
を設置した。本クローン小委員会は、新設された生命倫理委員会が、クローン問題について専門的に検討を⾏うため、同
委員会に平成１０年１⽉１３⽇設置したものである。
一⽅、クローン技術の人への適用には、個人あるいはその子孫の⾝体の安全に直接関わるという側⾯や、未知の可能性
を追求する基礎研究としての側⾯があり、それぞれの観点からの科学的・専門的な検討も必要である。このため、厚生省
においては、厚生科学審議会に先端医療技術評価部会を置き、クローン問題を含む生殖医療技術の在り⽅に関する審議を
⾏っている。 また、⽂部省の学術審議会においても、平成９年４⽉１８⽇に「クローン研究における新たな倫理的問題
等に関するワーキンググループ」を設置し、大学等におけるクローン研究の今後の在り⽅について、その規制の⽅策をも
含めた検討を⾏い、平成１０年７⽉３⽇に、大学等において、人クローン個体の作成を目的にする研究⼜はそのおそれの
ある研究、具体的にはヒト体細胞（受精卵、胚も含む）由来核の除核卵細胞への核移植を禁⽌し⽂部省の指針により⽰す
ことを内容とする報告を取りまとめた。これを受けて、同年８⽉３１⽇⽂部省は「大学等における人クローン個体作成に
ついての研究に関する指針」を告⽰した。
このように、クローン問題については、関係機関においてこれまで種々の議論がなされてきてはいるが、こうした関係
機関における議論を集約し、我が国全体として、クローン技術に対してどのような対応を⾏っていくかについて、幅広く
議論する必要がある。本報告は、こうした認識に基づき、クローン技術の科学的可能性を検証し、科学、哲学、宗教、法
律等の種々の⽴場からクローン問題に対して我が国として採るべき考え⽅と⽅策について、その規制の在り⽅を含めて検
討を⾏ったものである。その過程では、インターネット等を通じて得られた、平成１０年６⽉の中間報告に対する国⺠、
学会団体等からの意⾒や総理府によるクローンに関する有識者アンケート調査の結果等を反映させた。
なお、平成１０年１２⽉には、生命倫理委員会に、ヒト胚研究小委員会が設置され、ヒト胚性幹細胞の研究を始めとす
るヒト胚を対象とする研究に関する生命倫理の側⾯からの審議を開始したのである。2000 年 11 ⽉ 30 ⽇、参議院本会
議において「ヒトに関するクローン技術の規制に関する法律」が可決され成⽴した。それは、イギリスでの⽴法の２ヶ⽉
前のことである。この法案の制定をめぐっては、生命倫理をめぐって、これまでにない激しい議論が国会の内外で交わさ
れたのであるが、その結果、このクローン技術規制法では、個人の複製であるヒトクローン胚などを、人や動物の体内に
移植して育てることを禁じるが、ヒトクローン胚などについて研究することは、⽂部科学大⾂が定める取り扱い指針に従
うことを義務づけたうえで許可している。それは研究の自由を求める科学者や産業界の要請に応えた結果であった。ヒト
クローン胚の作成を認めるという点では、イギリスと同じといえる。

第４節 クローン技術に対する一般意識
１．総理府による有識者アンケート
2001 年 12 ⽉ 1 ⽇に和光大学で開かれた「科学技術は私たちの生命をどこへ誘うのか？」というシンポジウムの記録
（『和光大学人間関係学部紀要』2001 年６号）の中に、和光大学講師の堂前雅史⽒の報告「生命科学技術と私たちの社
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会――クローン技術を例に」がある。ここで堂前は、ひと通りクローン技術とは何かを説明した後、1998 年に総理府が
⾏った「クローンに関する有識者アンケート調査」を題材に、クローン技術をめぐる⾔説の問題点を鋭く分析してみせて
いた。以下、シンポジウムの記録を元に論点をまとめてみる。
堂前が題材に選んだアンケート結果は、1998 年 8 ⽉から 9 ⽉にかけて、総理府（当時）がクローン技術に関する基本
的な考え⽅を取りまとめるために、各界の「有識者」を対象に実施したものである。2700 人に調査票を送り、2114 人
（76.8％）からの回答が得られた。
結果を⾒てみると、生命倫理問題について「非常に関心がある」という回答とある程度関心がある」という回答を合わ
せると、96,1％にもなっている。特に関心のあるものが何かという質問には、遺伝子治療、臓器移植、脳死。クローン
作成、安楽死という回答が多かった。アンケートではこの後、クローンに関する質問が続き、堂前もその結果を分析して
いる。以下にこの実施されたアンケート結果についてざっと述べてみようと思う。(詳しくは、
http://www8.cao.go.jp/surbey/close.html

参照)

このアンケートの中で、まずは、
「クローン技術を人に適用し、人の個体を生み出すことは、生命倫理の観点から好ま
しくないとの意⾒がりますが、あなたはこのような意⾒についてどう思いますか」という質問がある。これには「そう思
う」という回答が 75,8％を占めた。
「どちらかというとそう思う」という回答を合わせると、93,5％にもなる。一⽅、
「好
ましくないとは思わない」という回答はわずか４％であった。また、クローン技術に対し「関心がある」という回答は全
体の 92.3％にも及び、クローンに関する知識・情報を主に新聞、テレビ、書籍といったものから⼊⼿している事がわか
った。一⽅で、そうしたクローン技術については、これを禁⽌する事が当⾯の世界的な流れとなっているが、「我が国も
世界各国と歩調を合わせるべきである」とする回答が 42,8％、
「我が国独自に厳しい規制を設けて技術の暴⾛を予防すべ
きである」とする回答が 38,1％であった。
しかしながら、もちろんの事クローン技術だけが生命倫理の観点から問題とされる題材なのではない。よって、クロー
ン技術の人への適用の規制が、他の生殖技術の人への適用の規制とバランスを考慮しなければならないのは⾔うまでもな
いと私は思っていた。しかし、そうしたバランスについては、「考慮すべき」と回答したのは 60,2％であったのに対し、
「そうは思わない」と回答したのが 31,0％と、私は意外にも「そうは思わない」人が多いという印象を受けた。ちなみ
に、「⽇本において、人のクローン個体を生み出すことを禁⽌するとすれば、どのような規制の形態が適当であると考え
ますか。」という問いについては、医療機関・研究機関等における倫理委員会審査等による自主的規制や国の定めるガイ
ドライン等、曖昧なものではなく、法律に基づく規制にすべきであると 71，2%が回答している。
そして、人のクローン個体を生み出すクローン技術の規制は、今後、クローン技術に対する国⺠の意識やその規制の在
り⽅を巡る状況が変化する可能性があり、規制に期限を設けて、一定期間の後、再議論すべきだとの考えに対しては、
「人
のクローン個体を生み出すことは、倫理的に問題であり、永久に禁⽌すべきである」としたのが 59,4％、「クローン技
術が初期的な段階にあり、将来の人の発生過程の研究等の可能性を完全になくさないために、５年程度の期間をおいて、
規制の是非について再検討すべきである」としたのが 23，9％であった。
もう少し詳しく⾒てみると、クローン技術が好ましくないと答えた回答の中で一番多かった意⾒は、
「人間は男⼥の関
与で生まれる者であり、クローン技術を人間に使う事は、人間の尊厳上問題があるから」というもので、67,7%を占め
た。やはり、ここでも倫理観がクローン技術の適用に抑制をかけている事が浮き彫りとなった。
また、アンケート用紙の自由記述欄には、クローン人間づくりは絶対厳禁としながらも、医療目的の研究は道をとざす
べきではないといった意⾒が多かったという。ただし、この質問は、こうした技術の正否ではなく、認知の有無を問いか
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けたものである。このアンケート調査から読み取れることにも限界があるのにも事実である。

第５節 留意すべき倫理的視点
人クローン胚は 1 人の人間からも２人の人間からも作ることが出来る。主要な遺伝子は細胞の核を提供した個人のも
のと同様となるが、その細胞の核を移植するいわば⺟体として未受精卵を用いる事が想定されている。このようにして成
⻑した人間と同じ遺伝子を持つ胚を作るのがクローン胚の作成である。このような存在を「作成」して、その後破壊し、
研究・利用しようとすることの是非が問われている。
クローン胚の研究・利用が可能になれば、そこから様々な利益が引き出され、病気に悩む人々が多くの恩恵をこうむる
ことが予想される。だが、そのような利益が得られるというのは、どこまで確実なのか。その際、どのようなリスクが生
じたり、犠牲が払われたりするのか。他の⽅法はないのか。そして、そもそも人間の尊厳に照らして、そのような存在を
「作成」することが許されるのだろうか。クローン胚はそもそも研究・利用されるために作られるのであり、破壊される
こと、生命を奪われる事を前提として存在させられるのだが、それは是認出来る事なのだろうか。
クローン胚を用いてなされる研究から、期待される恩恵は大きいとされる。とりわけ、自分の体細胞を核移植して作ら
れたクローン胚からヒト胚性幹細胞（自⼰ ES 細胞）を樹⽴し、それを用いることにより、自⼰の遺伝子をもった細胞を
用いた再生医療を拡充する可能性が、格段に拡大すると論じられる。脊髄損傷の患者さん、パーキンソン病の患者さんな
どいくつかの難病に悩む患者さんの治療にとって大きな恩恵がもたらさせる可能性は大きいとも唱えられている。
また、再生医療の遠い目的の１つに拒絶反応のない組織だけでなく、さらに臓器までも作成し、移植するという再生医
療の可能性があげられる事もある。このような巨大な恩恵があることをもって、人クローン胚の作成が是認出来るとする
考え⽅もある。
しかし、現在のところこのような恩恵が現在となる保障はない。再生医療の推進者は自らの研究の可能性をあまりに楽
観的に展望しているという批判もなされている。このような恩恵がある事をもって人クローン胚研究許容の理由とするの
であれば、まずは、動物を用いた研究を十分に⾏って、本当にそのような恩恵が実現しうるのかどうかを確認する必要が
あるだろう。確かに動物と人は異なるのだから、人を用いた研究を⾏わなければわからない事はある。しかし、人を用い
た研究を⾏う事は犠牲やリスクをはらんでおり、人間の尊厳を損なう事が懸念されているのであり、そのような懸念を越
えてまで、研究を⾏う価値があるのかどうかは、動物実験によって確かめられていなくてはならない。
人クローン胚の作成・利用を容認するためには、多くの条件が整えられなければならない。整理すると、少なくとも次
のような条件をクリアするまでは、人クローン胚の作成を認める事は出来ないと判断される。
（１）人クローン胚の作成・利用によってもたらさせるとされる医学的恩恵が実現する可能性が、動物実験によって十分
に確認されていること。
（２）人クローン胚の作成・利用以外の、より倫理的問題が少ない⽅法によって、望まれる医学的恩恵が達成出来ないか
どうか、十分に探求がなされ、確認されている事。
（３）人クローン胚の作成・利用によって救われる難病の人の苦しみを考えると、そうした研究・利用によって人間の尊
厳を損なう可能性を代償とする事も許されると判断される場合が明確にされる事。また、それ以外の目的に広く用いられ
る事がないような研究の制限が制度化される事。
（４）人クローン胚の作成・利用がなされるとして、その際、未受精卵（卵子）を提供する⼥性が払う犠牲が是認され、
⼥性の⾝体が道具化されない為の制度が明らかになること。また、⼥性からの卵子の採取を要しない⽅法があるかどうか
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についても、動物実験等で十分に確認がなされている事。

現在の世界の、また⽇本の科学的研究の現状、倫理的問題の検討の現状、また倫理的配慮のゆきとどいた生命科学や医
学研究の制度化の現状は、このような条件が整うというにはほど遠い。したがって、現在の⽇本において、人クローン胚
の作成・研究を容認する条件は熟していないと考えられる。

第６節

クローン技術規制法の問題点

わが国において、クローン人間等の産生が厳罰をもって禁⽌された 2001 年 12 ⽉５⽇に施⾏されたクローン技術規
制法であるが、これも大変大きな問題をはらんだ法律である。クローン技術規制法では、
「特定胚」という概念を用いて、
ヒトの胚にクローン技術を初め、様々な人工的操作を加えた存在があるという想定をし、それらを子宮に戻して個体出産
に結び付けてはならないとしている。
つまり、クローン胚やクローン胚に似通った人工的に作られた胚について、あたかもその存在が当然であるかのような
記述をしている。本来はそのような人工的な胚を作って良いかどうかを議論すべきだったが、それを⾶ばして既成事実化
しようとしたのである。だから、この法律はクローン胚の作成を認めたかのような印象を与えるものとなっている。事実、
諸外国の中には⽇本がクローン胚の作成を認めたものだと誤解した場合もあったと聞いている。
「特定胚」などという概念を作って、その取り扱いの妥当性を審議するなどという事はどこの国でもやっていないし、生
命倫理委員会もそのような⽅針には関知していない。⾏政機関の独自の判断で進められた⽅針によるものである。それは、
まず法律において特定胚という概念を設定し、それに基づいて次に特定胚作成・利用の指針を作り、ヒト胚の研究を進め
ていこうという姿勢に基づいている。原理的な問題について審議するのではなく、⾏政的な措置で裏道を作り、研究の容
認を規制事実化しようとする意図が含まれていなかったか問われかねないものである。

第７節 万能細胞
クローン胚を作成において、様々な倫理概念が問題視されているのであるが、それを解決する？とも思われる万能細胞
という新しい生命技術がつい最近発明された。その詳細も掲載しておきたい。

１．話題の「iPS 細胞」が期待される理由
京都大学の⼭中伸弥教授率いる研究チームが、人の皮膚の細胞から、体中のあらゆる細胞に分化できる⼒を持った細胞
（誘導多能性幹細胞 induced pluripotent stem cell, iPS 細胞）をつくることに成功したとの論⽂発表が、国内外で大き
な話題になっている事は皆さんもご存知であろう。
iPS 細胞は、病気やけがで機能を失った臓器や組織（骨や神経など）を修復する再生医療に道を開く、有望な成果であ
ることは間違いない。だが大きな話題になっているのには、もう一つ理由がある。⼭中教授らの⽅法は、これまで再生医
療につきまとっていた困難な倫理的問題を伴わないものなのである。
治療に必要な臓器や組織の元になる細胞を得るには、受精卵（胚）からつくる胚性幹細胞（ES 細胞）を使うのが最も
有⼒な候補だった。ヒトがいつ、どの段階で「ヒト」とみなされるのかについては、様々な考えがあるが、人の生命の萌
芽である胚を壊さなければならないという事実に異論はなく、強い倫理的反対を呼び起こしてきた。さらに ES 細胞に適
用される技術は、他人の細胞であるので、患者に移植すると拒絶反応が起きる可能性も少なくはない。そこで次に、患者
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自⾝の細胞の核を卵子に移植し患者と遺伝情報が同一のクローン胚をつくって、そこから ES 細胞をつくろうという研究
が焦点になった。これなら拒絶反応は起こらないが、今度は、クローン胚を子宮に着床させればクローン人間が生まれる
との懸念とともに、卵子を利用しなければならないという問題が⽴ちはだかることになった。卵子も人の生命の元であり、
しかもその採取は⼥性の心⾝に多大の負担とリスクをかけるからである。
iPS 細胞は、患者自⾝の皮膚の細胞からつくれる。胚も卵子もクローンも伴わないで、治療に必要な、拒絶反応の起こ
らない細胞を培養できる。だからこれまでの再生医療の主な倫理問題を回避できると評価され、歓迎されたのである。

２．iPS 細胞研究のもう一つの意義
⼭中教授らの iPS 細胞研究は、有望な再生医療に道を開いただけではなく、基礎科学としても大きな意義がある。それ
は、今回用いられた顔の皮膚という特定の形に分化した⾝体の細胞を、受精卵の細胞と同じように体中のどの細胞にもな
れる能⼒を持った幹細胞に戻せたことである。これを「体細胞ゲノムの初期化」という。
どの細胞の中にも、遺伝子のすべて（＝ゲノム）が⼊っている。だが一度皮膚になった細胞は、もう⼆度とほかの部分
の細胞、たとえば肝臓の細胞になることはない。なぜある特定の細胞は、体中を構成できるすべての遺伝子を持っている
のに、他の細胞になることはないのか。逆にいえば、どのようにしてたった一個の受精卵という細胞から、体中の細胞が
過不足なく出来上がるのか。これは発生と分化という、生命の最も基本的な謎の一つである。iPS 細胞研究による体細胞
ゲノムの初期化の成功は、この謎の解明に役⽴つことが期待できる成果なのだ。
そしてその点では、⼭中教授らはすでに去年 8 ⽉に、世界で初めて、マウスの皮膚の細胞から iPS 細胞をつくること
に成功しているのである。このときも話題にはなったが、今回ほどではなかった。ネズミだけではなく人でも同じことが
できるのを⽰した意義は確かに大きい。だが科学としては、去年の成果を追試してみせただけ、という⾒⽅もあるのだ。
発生と分化の基礎を解明する生命科学研究としては、人を実験系にする必然性はない。むしろ人では制約がありすぎて、
研究が進まないということも考えられる。

第８節

倫理は技術に劣るのか

１．おわりに
これまでの再生医療の主な倫理問題を回避できると評価された万能細胞であるが、結局のところ、生命にメスを加える
というところの倫理問題は解決できてはいない。もちろん、これはクローン技術云々以前からの問題であり、今更論議す
る必要性もないのかもしれない。一般の人にクローンという技術をすんなりとは受け⼊れがたい姿勢があるのも、しかし
ながら、クローン技術を治療目的として用いるのは肯定するのが大多数であるのも、
クローン技術に対する知識が浅はかで、感情や独自の倫理観だけをもって意⾒を変化させている可能性もある。上記の
アンケートのように、「クローン技術を人に適用し、人の個体を生み出すことは、生命倫理の観点から好ましくないとの
意⾒がりますが、あなたはこのような意⾒についてどう思いますか」と、問われれば、一般市⺠である私も「そう思う」
と回答するであろう。しかしながら、その技術を否定する為の要素というものがイマイチ弱いのである。それは自分が死
に至る病を患い、それが最新の再生医療技術の適用によって治るという場合を考えて⾒れば想像しやすいであろう。例え、
それが国で認可、或いは推奨されていない用法であったとしても、その技術が現に存在している場合、その技術に縋りた
くなるのは当然の事であり、それこそ理屈では割り切れない感情というものに左右されるのであろう。そして、そのよう
な技術が、単に「技術」として評価すれば、素晴らしいものである事に異論はない。しかし、医療従事者・研究者クロー
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ン技術についてずっと考察してきたが、iPS 細胞の登場によって生命倫理観と技術の戦いは終着に向かうような⾔い⽅が
世間ではなされているが、果たして本当にそうだろうか。もちろん、iPS 細胞研究で問われるのは、人の生命・⾝体の要
素の何をどこまで用いてよいかという倫理問題ではなく、科学研究をどう評価するかという政策理念の問題であるという
考え⽅もなくはないと思う。しかし、iPS 細胞の適用も含め、クローン技術がたとえ治療⾏為として繁栄した世界、すな
わち、その気になれば臓器など⾝体の一部の取り替えがきく世界が構築された場合、それは新たな我々の生命倫理観に影
響を与える事だけは必至である。今までは、私たちが持ち合わせていた倫理観が全ての技術に対し抑⽌効果を発揮してい
たと思うのである。しかしながら、現代社会のようにこのまま技術が先⾏していくと、技術が私達の倫理観を作り上げて
いくことになるのではなかろうか。その事を私は危惧したいのである。

参考⽂献
浅島誠・⽊下圭 (2003)『新しい発生生物学

生命の神秘が集約された発生の驚異』, 講談社.

加藤尚武(1999）『脳死・クローン・遺伝子治療 バイオエシックスの練習問題』, ＰＨＰ新書.
⾦森修 (2005)『遺伝子改造』, 勁草書房.
粥川準⼆(2003)『クローン人間』, 光⽂社新書.
島薗進(2006)『いのちの始まりの生命倫理』, 春秋社.
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クローン人間のアイデンティティ形成過程への影響
福原郁子
第１節 序論
技術とは、ある目的を達成するために用いられる⼿段・⼿法のことであり、人々は⻑い歴史の中で蓄積されてきた技術
に⽀えられ、今⽇を生きている。そして、今新たな技術として注目を浴びている一つがクローニングである。クローンと
いう⾔葉は、生物医学の領域では一般に「遺伝的に同一である個体や細胞（の集合）
」を指し、また、クローニングは、
そうした個体（群）を作る技術を意味する。クローンを生み出す技術は 4 0 年以上にわたり研究されているが、新しいク
ローン技術を用いて、成熟した羊や⽜の体細胞からクローン（体細胞ク ローン）を生み出すことができることが近年に
⼊って証明されたことにより、同じ哺乳類である人にクローン 技術を適用できる可能性が出てきた1。
では、ヒト・クローニングがもたらす利益とは何が考えられるだろうか。個人的・社会的側⾯に分けて挙げてみたいと
思う。

・個人的利益
①今なお未解決の不妊の新しい治療法となる。卵子を持たない⼥性や、精子を生産できない男性でも、生物学的なつなが
りのある子どもをつくることが出来る。核移植や胚の分割によって受精卵をクローンし、子宮に移植する数を増やすこと
で、妊娠の成功率を上げることも可能。
②カップルの⽚⽅が重い遺伝病の素因を持っているとき、第三者の遺伝子を持ち込むことなく、病気を受け継がない子ど
もを生むことができる。
③クローニングで、移植に必要な臓器や組織を⼿に⼊れる。ヒト・クローンが可能ならば、適合性のある臓器や組織を持
つドナーを探す必要がなくなり、拒絶反応のリスクを大幅に減らせる。
④ある人にとって特別な意味を持つ人間、例えば死んでしまった子どもなどをクローンすることができる。クローニング
出来るのは、失ってしまった子どもではなく、同じ遺伝子を持つ、まったく違う子どもではあるのだが、ある個人が特別
な意味を持つ人間をクローンして心が満たされるなら、利益をもたらしたと⾔えるだろう。

1

クローン動物を作る⽅法は、受精卵分割：人為的に一卵性多子を作り出す⽅法。
「具体的には、分裂を始めた受精卵を

微細なメスで分割して複数に分け、体外で胚盤胞になるまで育ててから子宮に戻す」と、核移植：受け⼊れ側（レシピエ
ント）となる未受精卵の核を微細なガラスピペットを用いて取り除き、その後、電気刺激を与えて別の細胞（ドナー）と
融合させる技術。「基本的な遺伝情報は細胞の核に存在するので、この操作によって生まれてくる動物個体は、核を提供
した個体と酷似した性質をもつことが期待される」
（響堂 2003:38）。の⼆種に大別出来る。世界中の注目を集めたクロ
ーン羊ドリーは、完全に分化の進んだ体細胞からの核移植クローニングも可能であるという事を⽴証した点で、非常に画
期的な発表であった。
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・社会的利益
①クローニングで、偉大な才能を持つ人物、歴史的人物など、社会にとって望ましい性質をもつ人間を複製できる。彼ら
をクローンすれば、確かに類まれな能⼒を持つ人間はできるかもしれないが、どれ程先人に近づけるかは判らない。何故
なら個人の性質は遺伝子だけで決定されるのではなく、受け継がれた遺伝子と環境の産物として決定されるからである。
②ヒト・クローニングの実施や研究は、ヒトの発生に関する分野などで、科学的に重要な進歩をもたらすと考えられる（し
かし、ヒト・クローニングではなく、道徳的問題のない⽅法で同じ知識が得られる可能性や、人間を対象とした研究に求
められる倫理的・法的基準を満たせるかどうかは未だ議論が別れる所であることを考えると、この主張は現段階では弱い）
（ダン・W・ブロック 1999:158-163）。
以上の様に個人的、もしくは社会的な要請がある限り、クローン技術の発展は何処かで叫ばれ続けることになるであろ
う。安全⾯の保障が確⽴されれば直のことである。
しかし、世界各国の動向としては、クローン技術の規制を検討する⽅向へと進んでいっているのが現状だ。その大きな
理由のひとつに、倫理⾯の問題、特に「クローン技術のヒトへの適用は、人間の尊厳を損なう恐れがある」というものが
ある。

・人間の尊厳の侵害とは
生命倫理委員会クローン小委員会は、議事録の中で、ヒト・クローン個体を産生した場合にもたらされるだろう「人間
の尊厳の侵害」について以下の２点を挙げている。
１）物の育種と同様、特定の目的の達成のために特定の性質を持った人を意図的につくり出そうとすること。（人間の育
種）あるいは人間を特定の目的の達成のために⼿段・道具とみなすこと。（人間の⼿段化・道具化）
２） 特定の個人の遺伝子が複製された人を産生することにより、体細胞の提供者とは別人格を有するにもかかわらず、
常にその人との関係が意識され、実際に生まれてきた子供や体細胞の提供者に対する人権の侵害が現実化・明白化するこ
と。
「 この２点の問題があることについて容認することは、人間の個人としての自由な意思や生存が尊重される状態とは⾔
えず、すべての国⺠が個人として尊重されるという憲法上の理念に著しく反することになる」
（科学技術会議生命倫理委
員会クローン小委員会（第１２回）議事録 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/shisaku/clogij12.htm）
。
「人間の尊厳」の定義については意⾒が分かれる所ではあるが、私も上と同じく、「個人の意思や生存が尊重され、他
者からの抑圧を受けていない状態」にあってこそ、尊厳が守られていると⾔えるのではないかと考えている。
一⽅、尊厳の侵害可能性についてであるが、そもそも自由な意思や生存のためには、その前提として『自分は何者であ
り、何をなすべきなのか』という個人の心の中に保持される概念、つまり自⼰同一性（セルフ・アイデンティティ、エリ
クソン提唱）が存在することが必須である。そこで私が注目したいのが、他者の目的意識の元に産まれてきた生命である
こと、体細胞提供者の存在は、クローン人間のアイデンティティの発達を歪めることになるのだろうかということである。
クローン技術が及ぼす社会への⼆次的効果（差別、技術の悪用等）
・安全⾯の問題については一先ず置いておき、本論で
は技術がクローン人間のアイデンティティ形成へと影響を与える可能性について考え、また、影響を与えるとして、人へ
の適用可能性を閉ざす程の根拠と成りうるかについて論じることを目的とする。

第２節 遺伝と環境
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ヒト・クローン否定派が挙げるクローニングを規制すべき理由の一つになっているのが、特定の個人の遺伝子を複製し
たクローンを生み出すことによる、子どもや体細胞提供者の尊厳を侵害する可能性であることは第１節で⾒た通りである。
確かに、前記の「体細胞クローニング」を用いれば、本来ならば自然な生殖過程を通じては一卵性双生児以外は有り得な
いはずの「もとの個体と同じ DNA の組み合わせをもつ個体」を再生することが可能である。クローン人間という「もう
一人の自分」が存在し、その別の自分が生活に⼊り込んで来て、いつの間にか取って代わられていたというよくある近未
来小説のような状況を想像してしまいがちなのは、このためであろう。しかし、この規制理由はあまりに遺伝子の⼒を過
信したクローン批判になってはいないかという反批判の声も一⽅で挙がっており、実際に『遺伝要因は個人の性質を決め
る絶対ではない』という実証的証拠が人間⾏動遺伝学の⾒地から⽰されている。

・人間⾏動遺伝学とは
「人間⾏動遺伝学は、⾏動に及ぼす遺伝の影響を、双生児、きょうだい、養子など、血縁の異なる人々の類似性を⼿が
かりにして推定する学問である。そこでいう⾏動の個人差とは、例えば IQ テストで測られた知的能⼒、あるいはパーソ
ナリティ・テストで測られた性格特性などである」（安藤 1999:109）。
人間⾏動遺伝学の最も重要な意義に、個々の遺伝子という要素的な側⾯からではなく、遺伝要因全体の効果を扱うこと
ができるという点がある。どんな⾏動も、単一ないし少数の遺伝子で全てが決定されているといったことはなく、通常極
めて多くの遺伝子の効果が複合的に⾏動に関わっている。しかし、私たちは個人個人の遺伝的素質や環境効果の大きさを
直接に測る⼿段を持っていないため、常に測定の対象は遺伝と環境の相互作用として実現された表現型の個人差（遺伝的
類似性を持っており、生育環境を同じくした血縁間で⽐較することが多い）になる。

では、ここで完全な遺伝的類似性を持つ一卵性双生児と、遺伝的類似度は一卵性双生児の約半分程度に過ぎない⼆卵性
双生児を⽐較対象にしてみる。この際、一卵性双生児の共有環境と⼆卵性双生児の共有環境の大きさは等しいと仮定する。
（等環境仮説）2
・知能、ＢＭＩの双生児相関

2

確かに両卵生がさらされる環境は等しいわけではない。しかしそうした環境差が形質の差まで引き起こすことはないと

して、これまでの研究で繰り返し証明されてきている
例）部屋、⾐服、共有する友人等の⾏動上の類似性と、知能、パーソナリティ等の心理的特性の無相関性（マッシーニー
1976）。
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一緒に育った一卵性双生児：ＭＺ、一緒に育った⼆卵性双生児：ＤＺ
グラフの左側の数字は相関係数（遺伝的類似を⽰す指数）
（クラーク＆グルンスタイン 2003:228 , 安藤 1999:125）

よく肥満傾向にある人を⾒て「⾷生活に問題があるのではないか」等と考えがちだが、前の BMI3のグラフを⾒て分か
るように、共有環境の寄与は全く認められず（等環境仮説に⽴っているにも関わらず、一卵性双生児と⼆卵性双生児の間
には大きな差異がある）、遺伝的要因が BMI に大きな影響を与えていることが分かる。
では周囲の環境が全く個人の性質決定に寄与していないかというと、そうではない。同じ一卵性・⼆卵性双生児間であ
っても完全な類似を⽰していないのは、例え同じ生育環境で育ってきたとしても、生きていく上で全く同じ経験を積んで
いくということは有り得ず、それぞれが異なる環境（非共有環境）を経験し、そこから異なった影響を受けていくためで
ある。同じことは左の知能についても⾔える。以上より、遺伝子は個人の性質を決める大きな要因であることは確かだが、
それは絶対ではないのである。
では、次に一卵性双生児とクローン人間の異同について数点挙げ、最後に体細胞提供者とクローン人間にどの程度の遺
伝的相関性が⾒られるかを推察する。一卵性双生児は、通常、
１細胞核内の DNA が同じ
２細胞質の状態、とくに、ミトコンドリア内の DNA が同じ

3

BMI とは Body Mass Index の略で、
肥満の判定に国内外で有用とされている。BMI 値 22 が成人病が最も少ないため、

理想体重=⾝⻑(m)の⼆乗×22 という計算式が⽇本肥満学会で認められ、肥満度+20％以上(BMI 値が 26.4 以上)を医学
的根拠のある肥満と判定している（診療所東京都池園クリニック http://www.geocities.jp/etikezono/index.html）。
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３胎児の成⻑に大きな影響を与える子宮内の状態を含め、⺟胎の栄養状態や、ホルモンの状態が同じ
４誕生後の家族や地域社会や時代といった社会的環境が同じ
の４条件を満たしている。これによって、⾼い遺伝的相関性が現れるのである。しかし、現在の技術では体細胞クローン
は１の条件しか提供者とは共通しておらず、核内の DNA のなかに含まれている遺伝情報が体細胞提供者とまったく同じ
仕⽅で発現する可能性はきわめて低くなる（上村 2003:26-27）4。
以上より、クローン人間と体細胞提供者が一卵性双生児のように⾼い相関性を⽰すことは考えにくく、遺伝学上は体細
胞提供者の存在がクローン人間のアイデンティティ確⽴を阻害するとは⾔えないだろう。しかし、アイデンティティはな
にも他人との⾝体的・精神的特徴の差異を自⼰確認するだけで形作られていくものではない。そこで次節ではアイデンテ
ィティについて更に深く掘り下げて⾏き、特定の目的を持って生み出された生命はどのようにしてアイデンティティを確
⽴していくのかについて考えてみたい。

第３節 アイデンティティへの脅威
特定の目的達成のために特定の性質を持った人間を意図的に作り出すことは、子どもの尊厳を侵害すること、アイデン
ティティ形成を阻害することに繋がるのか。まずは、アイデンティティが確⽴されるための要件、その要件を満たす障害
と成り得る場⾯について⾒ていきたい。
そもそもアイデンティティとは、精神分析的自我心理学者のエリクソン（Erikson,E.H.）が提唱した概念であるが、
「私
は他の誰とも違い唯一（単一性）で、独自な存在（独自性）であるという不変性と、これまでも私なら、現在も、そして
これからも私であり続けるという連続性の感覚をもつ自分が、例えば役割や職業、⾝分などのような社会のなかで是認さ
れるカテゴリに所属する自分という感覚と合致することであり、またそれによって得られる安定感や自尊感情などを意味
している」（下斗米 2006:79）。
この定義から読み取れるように、アイデンティティ確⽴のためには、まず不変性と連続性を持つ自⼰をとあるカテゴリと
同一視することが必要であり、対象となるカテゴリが先⽴って存在していなければならない。そして、心理学においては
このカテゴリをその性質から⼆種類に大別してきた。社会心理学者クーン、マクパートランド
（Kuhn,M.H.&McPartland,T.S.,1954）によれば、

①集合的アイデンティティ：社会一般に共通の理解が得られる集団や階層のメンバーといった社会的なカテゴリ（例：大
阪市⽴大学の学生、夫、銀⾏員など）
②個人的アイデンティティ：同一の社会的集団や階層に属する他人との⽐較において自分の独自性を定位できる、態度や
パーソナリティ特性に関わるカテゴリ（例：明るい、飽きっぽい、⽂学に精通している、スポーツ万能）

の⼆種類に分かれる。
私たちは、自らが私らしさに気づき、それをまた実感していくために、①、②のいずれをも獲得しなければならない。
また、個人的アイデンティティは、集合的アイデンティティを得ている集団や階層に属する他人との⽐較において自分の

4

体細胞クローンは、体細胞の遺伝情報はもちろん、卵子の細胞質のミトコンドリアも一緒に受け継ぐため、完全に細胞

提供者と同じ遺伝子を有するわけではないことが分かっている（岩崎 2000）。
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独自性を定位することで得られるため、まず集合的アイデンティティが確⽴されねばならない。逆をいえば、集合的アイ
デンティティを失うことは、個人的アイデンティティの喪失を意味するのである。
その集合的アイデンティティを失ってしまうケースの一つとして、精神科医の福⻄勇夫は以下のような指摘をしている。

子どもは優れた適応能⼒を備えているゆえに、幼少期から、親の喜ぶ顔を⾒たくて親が気に⼊る「仮⾯」をかぶり続
けて、⾔いたいことも⾔えずにいる。
（中略）ここでもしも、何かの拍子で仮⾯は仮⾯でしかないことに気づいたとしたならば、どのようなことになるで
あろうか。家族のメンバーとして、あるいはこの親の子どもとして、成績がこれくらいの中学生として・・・、
そのような集合的アイデンティティがリセットされるのである（下斗米 2006:91）。

アメリカの社会学者 C.H クーリーは「鏡に映った自我」と称し、人間の自我は、他者という「鏡」を通じて、他者が
自分をどのように評価しているかを想像し、そこから自分を認識することで成り⽴っているという。他者といっても、友
人・同僚など様々な人が考えられるが、やはり一番近しい他者といえば家族になるだろう。産業化以前は生産と生命維持
のために地域の共同体の人々との関わりが必要不可欠であったが、近代以降は一家族だけで自⽴して生活が営めるように
なり、現在の家族は外部からの⽀えを失った自閉的なものになってしまった。よって尚のこと一個人にとって家族という
存在は大きく、家族間の無⾔の圧⼒も大きい。中でも殊更それを感じているのは福⻄が指摘するように子どもだろう。子
どもにとって『親の期待に応えること』が、評価を得て自⼰価値を⾼める⼿段として重大な役割を担っているのである。
そして、元々親は子どもに期待を抱きやすいものだが、特にその期待が過剰になってしまうのが生殖クローニングを思
い⽴った人ではないだろうか。何故なら、そもそもクローニングを試みようと考えるに至った動機自体に、体細胞提供者
の⾝体的・精神的特徴を少なからず「持って生まれてきて欲しい」という期待が⾒え隠れしているからである。遺伝的繋
がりを求めるということはそういう事だ。
また、人は他人を⾒る時にパーソナリティを重視しがちな傾向にあることも、クローン人間のアイデンティティ喪失へ
の懸念を私の中で増大させる一要因になっている。その傾向をよく表しているのが基本的帰属錯誤である。
当たり前の話に聞こえるかもしれないが、自分も含め人の⾏動やふるまいというものは、パーソナリティと環境との結
合関数によって生み出される。例えば、その⽇はたまたま親と喧嘩をしてしまい、それと友人とのいざこざが合い重なっ
てつい暴⾔を吐いてしまったというケースを想定してみよう。大抵どんな人であれ、こういった状況になれば多少いらつ
いてしまうのは仕⽅がないだろう。少し考えれば分かることである。しかし、私たちはいざそういった場⾯に出くわすと、
周囲の環境を軽視し、ついパーソナリティのせいだけにしてしまいがちである。
（先ほどの例からすれば、
「彼は怒りっぽ
い性格だから」と考えるなど）こうした私たちが潜在的にもってしまっている⼆重のバイアス（思考の歪み）傾向を、社
会心理学では基本的帰属錯誤と呼んでいる。帰属錯誤の原因には、⾏為者が⾏為の原因となった環境に注目しているのに
対し、一⽅で他者は⾏為者自⾝に注目しているといった視点の違いがあるとする、⾏為者―観察者効果など諸説あるが、
一個人に対してもこうした偏⾒が起こるのだから、更に全くの別人であるはずの体細胞提供者とクローン人間を⽐較し、
誤った期待を抱くことはクローン人間を精神的に追い詰めてしまいかねない。
以上より、子どもを自分の目的を満たす存在としてしか⾒ないことは、子どもに多大な影響を与え、アイデンティティ
への脅威となる可能性があることは明白である。
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第４節 結論
ここまでクローン技術がクローン人間のアイデンティティ形成へと与える影響について考察してきたが、遺伝的に同一
（正しくは全く同じではないが）であったとしても、それは自⼰の独自性を侵害する理由にはならないことは人間⾏動遺
伝学によって既に⽴証されている。一⽅で、確かに第３節のようにクローン技術に対する『周囲の誤解によって倫理的問
題が発生する』ことは考えられ得る。しかし、あくまでこれはクローン技術独自の問題ではなく、他の場⾯でも問題にな
る可能性を持っているという点には留意せねばならない。例えば、極端な話だが『男性の⽅が⼥性より頭がいい。だから
⼥性に対して男性と同等⽔準の教育を⾏う必要はない。』という世論に傾いたとしよう。これも性別に対する『周囲の誤
解によって生まれた倫理的問題』であるが、決して性別の存在そのものが問題を内包しているわけではない。そうすると、
クローン技術であるから認めてはならないとする倫理的規制根拠は無いことになる。本論を書き始める以前はただ漠然と
反対していたヒト・クローンも、蓋を開けてみれば何とも揺らぎやすい規制根拠の上で禁⽌されていたのである。
私が今思いつく限りでは、倫理⾯においては確固たる規制根拠が⾒当たらない。
では、いずれヒト・クローンも安全⾯・倫理⾯の問題が撤廃され、合法的に作られる時代がやってくるのだろうか。そう
考えた時、私は未知への挑戦を際限なく続けるのも人間であるが、それを押し⽌めるのもまた人間なのではないかと思わ
ずにいられない。
最後に、そう考えさせられるきっかけとなった一節を抜粋しておく。これは、本論を書くにあたって資料を集めている最
中に、とあるサイトで紹介されていたものである。

僕はさう云ふ点になると⻄洋人より昔しの⽇本人の⽅が余程えらいと思ふ。
⻄洋人のやり⽅は積極的積極的と云って近頃大分流⾏るが、あれは大なる欠点を持って居るよ。第一積極的と云ったって
際限がない話だ。いつ迄積極的にやり通したって、満足と云ふ域とか完全と云ふ境にいけるものぢやない。向に檜がある
だらう。あれが目障りになるから取り払ふ。と其向ふ下宿屋がまた邪魔になる。下宿屋を退去させると、其次の家が癪に
触る。どこ迄⾏っても際限のない話しさ。⻄洋人の遣り口はみんな是さ。⻄洋の⽂明は積極的、進取的かも知れないがつ
まり不満足で一生をくらす人の作った⽂明さ。⽇本の⽂明は自分以外の状態を変化させて満足を求めるものぢやない。⻄
洋と大に違ふ所は、根本的に周囲の境遇は動かすべからざるものと云ふ一大仮定の下に発達して居るのだ。
夏目漱石『吾輩は猫である』
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生命補助医療の規制根拠としての子の福祉
高⾒裕子
第1節

序論

親の権利は子の福祉を考慮して制限されることがある。今回私が題材に選んだ人工補助生殖についていえば、幸福追求
権としての親の子持ち願望を、個人の尊厳としての子の福祉が制限している状況にある。ここでいう子の福祉とは、たと
えば、子の法的地位の不安定性、それによる相続問題などが考えられる。親の権利よりも優先される子の福祉とは何なの
だろうか？人工補助生殖における子の福祉について考えていきたい。
まず、我が国における人工補助生殖の現状について⾒ていきたい。人工補助生殖には、人工授精、体外受精、肺移植、
代理懐胎、着床前診断、死後生殖などがあり、近年急速な進歩を遂げている。技術の進歩とともに、利用者も急増してお
り、体外受精児は 2004 年には 1 万 8 千人にのぼり（⽇本産科婦人科学会 2006 年度発表）、年間出生児の 1.6％を占め
ている。出生児の 65 人に 1 人が体外受精児である時代になっている。しかし、生殖補助医療が一般に広まっていく中で、
⽇本では生殖補助医療技術の利用について何ら法的規制が存在しない。いまだ⽇本産科婦人科学会の会告による自主規制
に段階である。このような状況に中で、⽇本産科婦人科学会の禁⽌する、代理懐胎、死後生殖が実施され、法律のないま
ま裁判が⾏われている。裁判所は⽇本産科婦人科学会・厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書に従う判決を出してい
る。また、最⾼裁も法整備の必要性を指摘している。（死後懐胎に関する判決

最判平 18 年 9 ⽉ 3 ⽇⺠集第 60 巻 7 号

2563 頁 代理懐胎に関する判決、最判平 19 年 3 ⽉ 23 ⽇⺠集第 61 巻 2 号 619 頁）。
2003 年 4 ⽉に厚生科学審議会生殖補助医療部会が発表した「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備
に関する報告書」では、①子の福祉の優先
⑤商業主義の排除

⑥人間の尊厳を守る

②人間を生殖の⼿段として扱わない

③安全性の配慮

④優生思想の排除

この６つを基本的な考え⽅としている。この報告書の中で圧倒的に多く⾔及さ

れているのが①である。②は代理懐胎施術を禁⽌する理由のみとして⾔及され、④⑤は、精子・卵子・胚の営利目的での
授受および授受の斡旋ならびに代理懐胎施術の斡旋を罰則付きで禁⽌することの理由としてのみ⾔及されている。⑥につ
いては具体的に⾔及した箇所はない。つまり、子の福祉の優先が最も重要な考え⽅であるのだ。人口生殖補助医療の利用
を規制する最も重要な根拠にされていると⾔える。そこで、生殖補助医療技術の利用の規制根拠の中でも最も重要な要件
である子の福祉に焦点を当て、本当に子の福祉を根拠に生殖補助医療技術の利用を規制することができるかを考えたい。

第2節

子の福祉とは

では、子の福祉とは何なのだろうか？第 1 節で⽰したように、⽇本産科婦人科学会と厚生科学審議会は子の福祉を生
殖補助医療技術の利用の規制根拠としているわけだが、子の福祉とは具体的に何を指しているのだろうか。

ⅰ

代理懐胎における子の福祉
代理懐胎では、分娩の⺟と依頼者夫婦の妻が異なることが 1 番の特徴である。このことに関して、法律的問題がある。

最⾼裁では卵子提供による代理懐胎のケース（2005 年 11 ⽉ 24 ⽇最⾼裁判決）および借り腹による代理懐胎のケース
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（最判平 19 年 3 ⽉ 23 ⽇⺠集第 61 巻 2 号 619 頁）で、依頼者夫婦の妻を法律上の⺟と認めなかった。⺟子関係には分
娩の事実が必要とされたのである。代理懐胎で生まれてきた子は依頼者夫婦の実子として認められない。依頼者夫婦を実
⽗⺟とする出生届は不受理となる。⽇本人夫婦が海外で⾏った代理懐胎にケースでは、現在も子どもは⼾籍に記載がなさ
れず、住⺠票も作成されないままになっている。⼾籍や住⺠票は、⾝分の公証の意味でも、公共サービスを受ける観点か
らも、不利益に扱われる恐れがあるだろう。この状況が子の福祉に反している状況である。また、このような⾒解もある。
「児童の権利に関する条約（1989 年国連総会採択）は，児童はあらゆる目的のための⼜はあらゆる形態の売買⼜は取引
の対象とされてはならないと定めている（第 35 条）．代理懐胎においては，依頼されて妊娠し子を産んだ代理⺟が，出
産後に子を依頼者に引き渡すことになる．このこと自体，妊娠と出産により育まれる⺟と子の絆を無視するものであり子
の福祉に反する．とくに，出産した⼥性が子の引渡しを拒否したり，また，子が依頼者の期待と異なっていた場合には依
頼者が引き取らないなど，当事者が約束を守らないおそれも出てくる．そうなれば子の生活環境が著しく不安定になるだ
けでなく，子の精神発達過程において自⼰受容やアイデンティティーの確⽴が困難となり，本人に深い苦悩をもたらすで
あろう。」（2003 年 4 ⽉⽇本産科婦人科学会会告）

ⅱ

死後生殖における子の福祉
死後生殖で 1 番大きな特徴は、生まれてくる子の親が初めから一⽅しか存在しないということだ。ガイドラインでは

生殖補助医療を受けることができるのは法律婚カップルに限定している。ゆえに当然に死後生殖は認められないというこ
とになる。裁判所も死後生殖で生まれた子の認知請求を否定している。（最判平 18 年 9 ⽉ 4 ⽇⺠集第 60 巻 7 号 2563
頁）
死後生殖で生まれた子の認知請求の判例において、認知請求を否定する理由としては、精子提供者の意思が確認できない、
とか社会一般に受容されていないということが挙げられている。しかし、子の福祉の観点から⾒ると、生まれてくる子の
親が初めから一⽅しか存在しないということ、またそれによって生まれてくる子の法的地位が不安定であるということだ
けだろう。法的地位の不安定性について。認知が認められた場合には、⽗⽅の祖⽗⺟との間に扶養義務が発生し、⽗⽅の
血族とのとの間に血族関係が生じ、婚姻障害などの効果が発生する。
また、生まれてくる子の親が初めから一⽅しか存在しないことについて、
「懐胎時にすでに夫が死亡しているため、生
まれる子にとっては、⽗親が存在することが絶対的に不能な状態になっている（死後懐胎以外の懐胎では、かかる状況は
あり得ない。これは、子どもが⽗⺟の）下で養育される権利を懐胎時から完全に喪失させることであり、子どもの福祉に
適わないものである。」という⾒解もある。（2007年1⽉⽇本弁護士連合会「生殖医療技術に対する法的規制に関する提
⾔」についての補充提⾔）

ⅲ

ＡＩＤにおける子の福祉
ＡＩＤ（非配偶者間人工生殖）において 1 番大きな特徴は、両親の⽚⽅としか生まれてくる子との遺伝上のつながり

がないことにある。ガイドラインではＡＩＤは認められており、これまでＡＩＤによる裁判例は 3 例しかない。

①

夫婦が事実上離婚状態にあった時に、ＡＩＤによる子が出生したが、夫のＡＩＤへの同意がないとされた。
（大阪地
判平 10 年 12 ⽉ 18 ⽇判タ 1017 号 213 頁）

②

夫婦の離婚の際の親権者指定の争いのケース。ＡＩＤによる子であることを理由に嫡出推定が働かないので、夫が
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親権者として主張される余地はないと主張したが、裁判所は、夫の同意を得て人工授精が⾏われた場合には、人工
授精子は嫡出推定の及ぶ嫡出子であると解するのが相当であると判断したが、一⽅で、自然的血縁関係がないこと
が子の福祉に何らかの影響を与えることがありうるとして、親権者指定の際に考慮すべき事情のひとつとした。
（東
京⾼裁決平 10 年年 9 ⽉ 16 ⽇判タ 1014 号 245 頁）
③

人権保護請求の事件で、子がＡＩＤによる出生児ではないかと思われる。（最判昭 59 年 3 ⽉ 29 ⽇）

注目すべきは②の裁判例で、自然的血縁関係がないことが子の福祉に何らかの影響を与えることがありうるとされたこ
とである。何らかの、と発⾔されていて具体的なことには⾔及されていないが、AID はガイドラインで認められており、
子の法的地位に何ら問題はないことを考えれば、子が親と遺伝的つながりがないということを知ること、知ってどう受け
⽌めるかによってもたらされる影響のことと考えていいだろう。

第3節

子の福祉を規制根拠にするわけ

どうして⽇本産科婦人科学会や厚生科学審議会は子の福祉を生殖補助医療技術の利用の規制根拠とするのか？第 2 節
で⾒てきた子の福祉の観点から、禁⽌する理由は生まれてくる子の法的地位の不安定性（ⅰ．ⅱ）と生まれてくる子の精
神的な負担（ⅰ．ⅱ．ⅲ）にあった。
法的地位が不安定であるということは子どもにとって様々な不利益を生む。出生する子の養育環境が保障されていない
生殖補助医療技術を公的機関が承認するわけにはいかない。
（2000年12⽉厚労省厚生科学審議会専門委員会報告書）
「我
が国においても、さまざまな事情によって、現に⽗⺟に養育されていない子どもが少なくないことは確かであり、そのよ
うな境遇だから不幸である訳では決してない。両親がいなくても、両親に代わる十分な愛情をうけて幸せに育っている子
どももたくさんいる。逆に、両親がいても、幸せな環境にない子どもも少なくない。しかしながら、そのような個別の現
状と、生殖医療を利用して人工的に子どもをもうけるときに、子どものためにどのような条件を設定して制度設計し、法
整備するかを考えることとは、別問題である法制度を考えるにあたり我が国において一般的により子どもにとって望まし
い環境を整備すべく制度設計すること我々大人の責務である。」（2007年1⽉⽇本弁護士連合会「生殖医療技術に対する
法的規制に関する提⾔」についての補充提⾔）つまり、現実に両親のいない子が多く存在しているとしても、法整備や制
度設計の際には、一般的により望ましいとされる〈両親のいる環境〉を設定しなければならないというのだ。厚生科学審
議会や⽇弁連がこうした意⾒をあげる中、すでに生まれた子の福祉を考慮しての規制緩和や、法整備を求める声が増えて
いる。すでに生まれてきた子の福祉を考えれば、当然にそれが望ましいだろう。しかし、これから人工生殖で創り出され
る子の福祉はどう考えられるのだろうか。例えば、第2節の死後生殖により出生した子の認知請求の事例では、この事例
の子だけに限定して考えれば、当然に認知を認めることが子の福祉に叶っているといえる。しかし、「このような作られ
⽅をしてこれから生まれてくる子の存在が、そもそも子の福祉に反するといえる」
（⽔野2005）。この事例の原審では「監
護、養育、扶養を受けることが考えられない者との間で、法律上の⽗子関係を認めることが、当然に、子の福祉にかなう
ことであるとも⾔い切れない。被告が指摘するとおり、法律上の⽗子関係が認められたことで、かえって、子に負担をか
けることも、場合によっては考えられないわけではない」と述べられている。子にとって、死者との親子関係を作ったこ
とが、精神的な負担・傷になる可能性を意味していると思われる。
第 2 節では子の福祉を法的地位の不安定性ととらえた。それだけならこれから制度を整えればいい、ということにな
るだろう。しかし、子の福祉を生殖補助医療の利用の規制根拠とする⽴場から突き詰めれば、どうもそんなに簡単な問題
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ではないようだ。子の福祉の観点から法的地位の不安定性よりも解決し難い、子の精神的負担。これを考えれば、＜生殖
補助医療で子を産んだ。→生殖補助医療に関する法的規制がなく、生まれた子の法的地位が不安定だ。→法改正や制度整
備で子の福祉を実現しよう＞ではすまないということだ。生殖補助医療の規制根拠としての子の福祉とは、すでに生まれ
てきた子の福祉でなく、これから生まれてくる子の福祉であり、その子の福祉には、生まれてくる子の精神的負担が含ま
れる。だから、そもそも代理懐胎や死後生殖で子を誕生させること自体が子の福祉に反しているということになる。よっ
て、これから生まれてくるこの福祉の観点からすでに生まれてきた子に法的地位を保証するわけにはいかないのだ。代理
懐胎・死後生殖で生まれた子の法的地位を保証することは、つまり双⽅の技術を認めることになるからだ。法的地位が不
安定だから子の福祉に反しているのではなく、子の福祉を守るために法的地位を保証するわけにはいかないのだ。つまり、
真に子の福祉とされるのは法的地位の安定ではなく、生まれてくる子に精神的負担を与えないことである。とすれば、子
の福祉を根拠に生殖補助医療を規制する⽴場から⾔えば、ＡＩＤも認めてはならないのではないだろうか。生殖補助医療
で生まれてきた子の法的地位を不安定なものにすれば、子は当然不利益を被る。しかし、そうしてまでこれから生まれて
くる子の福祉である精神を守ろうというのだ。子の福祉を根拠に生殖補助医療を規制する⽴場からは、その福祉の内容で
ある精神的負担は最重要視されるべき問題である。しかし、精神的負担とは他人から判断できるようなものではなく、生
殖補助医療の技術ごとに精神的負担を分類することは不可能である。たとえば、ＡＩＤにより出生した子が、⽗と遺伝上
のつながりがないと知った時の精神的負担と、代理懐胎により出生した子が、自分を出産したのは⺟ではないと知った時
の精神的負担は⽐較できるようなものではないはずだ。ゆえに、生殖補助医療を子の福祉の観点から規制するならば、Ａ
ＩＤも認めてはならない。人工生殖補助医療技術は生まれてくる子に精神的負担を負わすことになり、生まれてくる子の
福祉を侵害している。

第4節

子の福祉は生殖補助医療の規制根拠になり得るか

第 3 節で生殖補助医療は子の福祉に反するとした。ゆえに⽇本産科婦人科学会や厚生審議会、裁判所は生殖補助医療
を制限している。生まれてくる子の福祉に反するのだから当然だと思うだろうか。子の福祉に反するということは本当に
生殖補助医療技術の利用の規制根拠となるのだろうか。第 3 節でも引用したように、公的機関が子の福祉に反すると分
かっている生殖補助医療技術の制度設計や法整備をするわけにはいかないという意⾒には説得⼒がある。では、子の福祉
に反する制度はないのだろうか。
禁⽌されている生殖補助医療技術の特徴は、子と夫婦の間に遺伝上のつながり、あるいは出産の事実というつながりが
ないことにある。この特徴と似た制度が特別養子制度である。特別養子制度とは、養子が実親との関係を断絶し、実子と
同じ扱いをした養子縁組のことである。もっぱら子の利益を図るための制度であり実親による養育よりも、養親による養
育が、将来にわたり子の福祉のため有益であることが確実である場合に、成⽴が認められる。（⺠・817 条の 7）条件と
しては、婚姻している夫婦が共に養親になることや、申⽴時に子が 6 歳末満（6 歳前から引き続き「養親となる者」に監
護されている場合には、8 歳末満）であること、また、申し⽴て時に法律上の⽗⺟の同意などが必要となる。特別養子縁
組は審判確定後、養親の届出により、実の嫡出子と同様の⼾籍が編成される。養子の⽗⺟欄には、養親の⽒名のみが記載
され、続柄欄には、
「⻑男」
「⻑⼥」などと実子と同じ記載がなされ、養子とは分かりにくい。しかし、縁組の事実は、養
子の⾝分事項欄に「年⽉⽇⺠法第 817 条の 2 による裁判確定（単⾝⼾籍）から⼊籍」などと記載されるので、⼾籍を遡
れば実⽗⺟が誰であったか分かるようにされている。特別養子縁組では、養子は実子と同じ扱いになり、法的地位がきっ
ちり確定されている。⼾籍に養子縁組の事実が記載されるので、出自を知る権利や近親婚の防⽌にも配慮している。特別
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養子縁組とは 817 条の 7 にもあったように子の福祉を実現するためにつくられた制度であるので、このようなことは当
然といえる。
では、特別養子制度にいう子の福祉とは何なのだろうか。817 条の 7 を読むと、
「⽗⺟による養子となる者の監護が著
しく困難⼜は不適当であることその他特別の事情がある場合において」とある。これは具体的には孤児や婚外子をさす。
特別養子制度はこれらの要保護児の救済が目的とされる。不適当な養育環境から適当な養育環境へ。このために、適当な
養育環境を作ることが期待できる者しか養親にはなれない。その条件が、817 条の 3 の配偶者がいるもので夫婦共に養
親となること、同条 4 の審判時に 25 歳以上であること、である。特別養子制度が目的とする子の福祉は適切な養育環境
である。では、生殖補助医療の利用の規制根拠としての子の福祉と⽐較してみるとどうなるだろうか。生殖補助医療の利
用の規制根拠としての子の福祉にはならないとした、生殖補助医療ですでに生まれてきた子の法的地位の不安定性。これ
は特別養子制度が解決を目指す不適切な養育環境といっていい。一⽅、第 3 節で生殖補助医療の利用の規制根拠として
の子の福祉は子の精神的負担であるとした。子の精神的負担は特別養子制度でも起こると予想される。特別養子制度の場
合、養子となる子は 6 歳未満、養親となる者は 25 歳以上とされている。これは血のつながった実の親子のような関係を
作るためだ。このこと以外にも特別養子制度は嫡出子と同様に扱われるなど、実親子関係にかなり近いのだ。幼い頃から
一緒に実の親子として暮らしてきた子が、親と遺伝上のつながりがないと知れば、かなりの精神的負担があるはずだ。
現在の生殖補助医療の規制は特別養子制度と不均衡が存在しているのではないだろうか。生殖補助医療では、法的地位
の不安定性を解消するための制度整備の声に対して、生殖補助医療で生まれてくること自体が子の福祉に反すると反論し
た。それがその子の福祉が子の精神的負担だったわけだ。法的地位を安定させるための制度整備をすることは、現在規制
している生殖補助医療技術を認めることになるからだ。＜生まれてくる子に精神的負担をもたらす生殖補助医療技術はそ
れ自体子の福祉に反している。→そんな技術は認めるわけにはいかないので、すでに生まれた子に法的地位を安定させる
ための制度整備はできない。＞これを特別養子制度に当てはめて考えてみるとどうだろう。＜養子になる子に精神的負担
をもたらす特別養子制度は子の福祉に反している。→そんな制度は認めるわけにはいかない。＞生殖補助医療の利用の規
制について最重要視された子の福祉である精神的負担を、特別養子制度でも認めるなら、こうなるはずである。
では、特別養子制度も、生殖補助医療と同様に認めないべきかというと、そうはならないはずだ。特別養子制度は不適
切な養育環境にある孤児や婚外子を救うことができるのだ。これまでも、養子となった子が養親との遺伝上のつながりが
ないことによって精神的負担を負うから特別養子制度を廃⽌しよう、とはなっていない。特別養子制度は子の精神的負担
という子の福祉の侵害の上に成り⽴っているのである。ゆえに、特別養子制度が認められるのであれば、生殖補助医療技
術の利用を子の福祉を根拠に規制してはならないはずだ。特別養子制度は不適切な養育環境にある子を救っているからい
いが、生殖補助医療についてはもともと不適切な養育環境にある子が存在しているわけではないのだから、特別養子制度
と一緒に論ずることはできない、という意⾒が出るかもしれない。しかし、生殖補助医療による子の誕生を生まれてくる
子の福祉の観点から規制するのならば、特別養子縁組の対象となる不適切な養育環境にある子を誕生させてはならない。
適切な養育の期待できない親から子どもを誕生させてはならないということになる。しかし、そうはならない。特別養子
制度は廃⽌されない。ならば、生殖補助医療技術が子の福祉の観点から規制されるのは不均衡である。特別養子制度のよ
うに、子の福祉を侵害していても制度は成り⽴つのである。つまり、子の福祉の侵害は生殖補助医療技術の利用を規制す
る根拠にはならない。

参考⽂献
92

石原明（2004）『法と生命倫理 20 講（第 4 版）』⽇本評論社
鶴宏史（2004）
「生殖医療をめぐる議論と課題」
『教養専攻科紀要』2004.3:pp19-29 廣瀬清英（2004）
「生命補助医療
周辺の法律問題」『岩⼿医科大学教養部年報 39』2004.12：ｐｐ126－112
渕史彦（2003）「生殖補助医療と子の福祉」樋口範雄編『ジュリスト増刊生命倫理と法』（有斐閣、2004 年）
増田聖子（2007）「生殖医療技術の利用に関する問題の所在と⽇弁連の取り組み」『自由と正義』2007.10：ｐｐ.12－
21
村重慶一（2006）「死後生殖子の法的地位」『判例タイムズ』2006.6：ｐｐ.32－38
（＊1）⽔野紀子「死者の凍結精子を用いた生殖補助医療により誕生した子からの死後認知請求を認めた事例」⾼松⾼裁
平成 16 年 7 ⽉ 16 ⽇判決評釈」『判例タイムズ』2005.3．pp98-105

93

子どもの出自を知る権利は、
提供者のプライバシーを守る権利よりも優先されるべきか？
松尾隆子
第１節

序論

１、 生殖補助医療とは
生殖補助医療とは、不妊症に悩む男⼥の「子どもが欲しい」という願いを叶えるものである。その技術にはいくつかの
種類があるが、代表的な非配偶者間人工授精(Artificial Insemination by Donor；以下 AID)とは、無精子症などの男性
側の要因による不妊治療法であり、第三者から提供された精子を子宮に医学的⼿段を用いて注⼊し、受精・妊娠させる⼿
法である。通常、精子提供者は匿名のボランティアであり、生まれた子は依頼者夫婦の実子として⼾籍登録され、医師も
両親も子に事実を告げることはない。精子提供者、両親、医師関係者のいずれもが、治療の事実を積極的に明らかにする
ことはないため、子は何らかのきっかけで事実を知るまでは、自分の遺伝上の「⽗親」の存在を知り得ない。わが国では、
治療開始から既に 60 年近くが経過し、累計 1 万人以上、現在でも年間 100〜200 人規模の AID 児が誕生している(殿村
2007:32)。

非配偶者間人工授精の近年の治療成績
1998 年

1999 年

2000 年

2001 年

2002 年

2003 年

2004 年

患者総数(人)

1,711

1,134

1,350

1,570

2,521

1,176

1,498

治療周期総数

3,497

6.059

5,838

5,699

3,649

4,373

3,994

妊娠数(人)

285

343

257

259

265

263

222

出生児数(人)

285

343

257

259

265

263

222

注：
「治療周期」とは、治療を試みた回数のこと
資料：⽇本産科婦人科学会「倫理委員会

登録・調査小委員会報告」平成 10 年度〜17 年度報告より

上記の表に⽰したように近年、生殖補助医療は不妊のために子をもてなかった夫婦にとって、不妊解消の有効⼿段とし
て社会的に定着してきている。
しかし、AID で子どもを授かった夫婦や生まれた子どもがどんな問題を抱えているのか、精子を提供した男性はどの
ように認識しているのかなどの点において、その実態を知ることはできにくい現状にある。それは、もともと AID を選
択する夫婦が少数であることや、第 3 者の精子を使用するため、周囲や社会から理解が得られにくいことが原因であり、
それゆえ、AID を受けた夫婦は自分たち親子の生活を守るために、兄弟姉妹や親友、両親にすら自分たちの AID につい
て多くを話すことはないのである。また、精子提供者は自⾝の匿名性を維持するためにも口外することはなく、実施者(医
師)は、双⽅のプライバシーを厳守・保護するために、実施以後に積極的に連絡をとったりすることはなく、フォロー体
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制を持つこともなかった。このように、AID に関わるそれぞれの当事者が語らないことで、AID はさらに社会から理解
されにくく、特殊な事情の人々の選択肢として位置づけられてきた。

２、 生殖補助医療における問題点
生殖補助医療の実施に関する法的規制はなく、⽇本産科婦人科学会の会告による自主規制に委ねられてきた。しかし、
話題になった代理懐妊等、会告に違反した医療が⾏われるなど、当該学会の自主規制の限界が認識され、法的規制の必要
性が指摘されるようになってきた。また、非配偶者間の生殖補助医療によって生まれた子の親子関係が裁判上問題となっ
た事案が生じるなど、親子関係の明確化、子の法的地位の安定化の必要性も顕在化してきたといえる。判例としては、夫
に無断で⾏われた AID により生まれた子につき、夫の嫡出否認の訴えを容認したもの(大阪地判

平 10･12･18 判タ

1017 号 213 頁)、親権者指定の審判において、夫の同意を得た AID により生まれた子との間の⽗子関係が存在しない旨
の主張が許されないとしたもの(東京⾼決

平 10･9･16 判タ 1014 号 245 頁)がある。

親子関係の明確化についてもう少し細かく⾒てみると、AID によって生まれてきた子どもの⽗親は、法的・遺伝的に
は誰が該当するのかが、精子提供が匿名によって⾏われているため判明しないという問題を挙げることができる。後者の
ドナーである遺伝上の「⽗」を知らないことで起こりうる直接的な問題として、一般には①遺伝についての情報の欠如が
子の「健康に生きる権利」を侵害する可能性があること、②子は結婚する際に近親婚の可能性が排除できないこと、など
が指摘されている(殿村 2007:2)。
そこで近年、AID によって生まれてきた子どもが精子・卵子・胚の提供者に関する情報を知ることができるという「出
自を知る権利」が着目されるようになった。

３、 出自を知る権利
厚生科学審議会生殖補助医療部会の「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」による
と、出自を知る権利は以下のように説明されている。

提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子または自らが当該生殖補助医療により生まれたかも
しれないと考えている者であって、15 歳以上の者は、精子・卵子・胚の提供者に関する情報のうち、開⽰を受けた
い情報について、⽒名、住所等、提供者と特定できる内容を含め、その開⽰を請求することができる。
開⽰請求に当たり、公的管理運営機関は開⽰に関する相談に応ずることとし、開⽰に関する相談があった場合、公的
管理運営機関は予想される開⽰に伴う影響についての説明を⾏うとともに、開⽰に係るカウンセリングの機会が保護
されていることを相談者に知らせる。特に、相談者が提供者を特定できる個人情報の開⽰まで希望した場合は特段の
配慮を⾏う。

次のような考え⽅により、こうした結論に至ったと記されている。

自⼰が提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子であるかについての確認を⾏い、当該生殖補
助医療により生まれた子が、その子に係る精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報を知ることは、アイデンテ
ィティの確⽴などのために重要なものと考えられるが、子の福祉の観点から考えた場合、このような重要な権利が提
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供者の意思によって左右され、提供者を特定することができる子とできない子が生まれることは適当ではない。
生まれた子が開⽰請求できる年齢を超え、かつ、開⽰に伴って起こりうる様々な問題点について十分な説明を受けた
上で、それでもなお、提供者を特定できる個人情報を知りたいと望んだ場合、その意思を尊重する必要がある。
提供は提供者の自由意思によって⾏われるものであり、提供者が特定されることを望まない者は提供者にならないこ
とができる。
開⽰の内容に提供者を特定することができる情報を含めることにより、精子・卵子・胚の提供数が減少するとの意⾒
もあるが、減少するとしても子の福祉の観点からやむを得ない。(精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度
の整備に関する報告書)

第2節

出自を知る権利に関する各国の制度

出自を知る権利に関する各国の制度は、様々である。出自を知る権利を認める⽅針であっても、どこまで認めるかは各
国によって異なる。そこで、個人を特定できるドナーの個人情報へのアクセスを認めるスウェーデンと個人を特定できな
いドナーの個人情報へのアクセスを認めるイギリスの 2 国の制度について着目してみたいと思う。

１、 個人を特定できるドナーの個人情報へのアクセスを認める国(スウェーデン)
補助生殖医療倫理に関する国連グローヴァー委員会報告書において、非配偶者間補助生殖子の自⼰の出自を知る権利に
関して、スウェーデンを⾒習うよう勧告が⾏われている。
スウェーデンでは、1984 年制定(翌年施⾏)の人工授精法により、世界で初めて子どもの出自を知る権利が認められ、
個人を特定できるドナーの個人情報に出世児がアクセスできるようになった。法律は、ドナーの個人情報の開⽰請求がで
きる年齢を「十分な年齢に達した時点」とのみ規定しており、専門家たちはこれを概ね 13、14 歳と考えてきた。しかし
18 歳だとする通説が流れたため、2003 年が法律施⾏後に AID によって生まれた子が、自⼰の出自について開⽰請求す
る最初の年だと考えられてきた。ただし現時点では、自治体の社会福祉委員会にこの問い合わせは寄せられていない。
また 2002 年に改正された体外受精法では、子どもの出自を知る権利について明確な規定がある。すなわち体外受精法
第 7 条第 1 項によると、子どもが自らの出生に関し AID の関与があるかもしれないと疑問を抱いたとき、その子どもの
出自に関する情報を有している医療機関は、当該情報を開⽰しなければならない。情報の開⽰請求権は、子ども本人のみ
の権利であり、両親といえども開⽰請求を⾏うことができないとされている。そして、子どもが請求した情報開⽰が不十
分であると子どもが判断した場合、本人に不服申し⽴て権があり、開⽰請求から不服申し⽴てまで子ども本人を⽀援する
仕組みとして、社会サービス・児童福祉局にソーシャルワーカーが位置づけられている。この情報開⽰においても、ドナ
ーの個人情報の保護よりも子どもの知る権利を優先させており、スウェーデンにおいては「子どもの福祉の最優先」とい
う理念を、親子法ならびに体外受精法に基づく社会的⽀援の仕組みにより貫徹させている。
なお、スウェーデンでは子が生殖補助医療によって生まれたか否かを知る権利を「出自を知る権利」
、ドナーの個人情
報にアクセスする権利を「提供者の情報を知る権利」として、両者を区別している。1998 年の社会庁による AID 児の
親へのアンケート調査によると、子に「出自」を知らせた親は約 10％であった。家族のあり⽅が多様化しているスウェ
ーデンにおいても、親が出自を子に知らせる例は少ないのが実情であり、これがドナーの個人情報への問い合わせが出な
い理由だと考えられる(菱⽊ 2002:1)(宮嶋・才村 2006:19)(米本

2003:1)。
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２、 個人を特定できないドナーの個人情報へのアクセスを認める国(イギリス)
イギリスでは現在、近親婚回避を目的として 16 歳に達した者で結婚しようと思っている者がその相⼿と近親関係があ
るか否か確認をとること、また、18 歳に達した子が本人を特定できないドナーの個人情報、つまりドナーの才能や関心
などにアクセスすることだけを認めている。また、許可なくドナーの名前を公開することは犯罪であるとし、最⾼では 2
年の禁固と罰⾦が課される。
HFE 法（ヒト受精・胚研究法)は、子がアクセスできるドナーの個人情報の範囲については法ではなく規制で定めるこ
ととしているが、その規制は未だ制定されていない。HFE 法施⾏後に懐胎された子は 2010 年に 18 歳になるため、現在、
その範囲をどうするのか、個人を特定できるドナーの個人情報へのアクセスの可否を含めて議論されている。2003 年に
ヒトの受精及び胚研究協会(HFEA)から出された記録の開⽰指針によると、出自を知る権利の確保において、HFE 法より
かなり進んだ内容となっている。その内容は、提供者が誰と特定できる名前まで開⽰すべきであること、子どものアイデ
ンティティの確保のためにも子どもの出自を知る権利が必要であるという⽅向へシフトしてきたと⾔える。しかし、保健
省は一般からの意⾒聴取の結果、18 歳に達した子に対して、ドナー本人を特定できない個人情報を得る権利を認め、そ
の規制の制定を議会に要請する一⽅、個人が特定可能なドナーの個人情報への子のアクセスについてはさらに議論が必要
との⾒解を⽰した(米本 2003:1･2)(才村

2004:30)。

出自を知る権利に関する各国の制度
スウェーデン

根拠法(施⾏年)

オーストラリア
ヴィクトリア州

スイス

イギリス

フランス

人工授精法

不妊治療法

生殖医学法

ヒト受精及び胚研究法

⺠法

(1985 年)

(1998 年)

(2001 年)

(1991 年)

保健医療法
(1994 年)

体外受精法
(1989 年)
あり

あり

規定なし

あり

なし

ドナーの情報への

ドナーを特定で

同左

同左

同左(ただし、05 年 4 ⽉

ドナー情報

アクセス

きるレベル(⽒名

法改正以降実施分につい

へのアクセ

、住所など)まで

てのみ。改正前実施分に

ス権は否定

のアクセス権が

ついては、特定できない

している

ある

レベルまでに限定される)

提供配偶子・胚で
生まれたか否かを
知る権利

情報開⽰年齢

十分な年齢に達
した時点

18 歳以上

18 歳以上

18 歳以上(近親婚の有無

―

確認は 16 歳以上)

資料：殿村(2007:2)

第３節

出自を知る権利を阻むもの
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１、 提供者の匿名性を保持する理由
現在、非配偶者間人工授精は、精子・卵子・胚の提供については匿名によって⾏われている。その理由について考察し
てみたいと思う。
まず、
「倫理審議会答申書―諮問事項

精子・卵子の提供者を匿名の第三者とする点について―」によると、次のよう

に⽰されている。
2001 年 2 ⽉ 23 ⽇の⽇本産科婦人科学会倫理委員会倫理審議会答申書及び 2001 年 4 ⽉の「非配偶者間の体外受精に
関する倫理委員会⾒解(案)」はいずれも、1997 年 5 ⽉の⽇本産科婦人科学会倫理委員会会告「非配偶者間人工授精と精
子提供」に関する⾒解において⽰された匿名原則を維持している。AID は 1997 年の本会会告に従って、本会の登録施
設において実施されているが、現在まで⽗親の遺伝的要素を生まれてくる子が受け継いでいないことによる大きな社会的
混乱や問題は生じていない。AID が問題なく施⾏されてきたことには、提供者が匿名の第三者に限定されてきたことと、
生まれてきた子に告知をせずに秘匿を貫いてきたことが、少なくない寄与をしているものと思われる。
また、他にも「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」によると、①提供者が開⽰を
希望しない情報についても開⽰することとすれば、提供者のプライバシーを守ることができなくなること、②提供者を特
定できる情報を開⽰することを認めると、生まれた子や提供者の家族関係等に悪影響を与える等の弊害の発生が予想され
ること、③個人情報を広範に開⽰すると、精子・卵子・胚の提供の減少を招きかねず、提供された精子・卵子・胚による
生殖補助医療の実施を実質的に困難にしかねない、とされている。

２、 提供者のプライバシー権
上記のように、提供者の匿名性を保持する理由の 1 つに「提供者のプライバシー権を守れなくなること」が挙げられ
ている。
プライバシー権とは、明⽂規定はないが、⽇本国憲法 13 条の「個人の尊重」によって保障され、個人の私生活に関す
る事項(私事)、及びそれが他から隠されており⼲渉されない状態を要求する権利と概ね理解されている。⽇本をはじめ、
多くの諸外国はこの「プライバシー権」を大きな理由として、非配偶者間人工授精において提供者の匿名性を保ってきた
のである。
また、厚生労働省研究班の調査によると、非配偶者間人工授精(AID)における精子提供者の 3 人に 2 人は、生まれた子
どもが会いにくる可能性があるとしたら提供しなかったと答え、9 割近くは「提供は匿名が良い」と考えていることが分
かった。この調査は、刑扇九区大学病院で 1998〜2004 年に AID のために精子を提供した 120 人を調査したものであ
る。32 人(27％)から回答があり、AID で生まれた人が遺伝的な⽗親を知りたいと思うことに対し、67％が「人情で仕⽅
ない」と理解を⽰した。しかし、会いに来る可能性があるとしたら 67％が「提供しなかった」と答え、
「それでも提供し
た」は 30％だった。提供は「匿名が良い」と 88％が答えており、提供を受ける夫婦と接触することは 61％が「絶対し
たくない」と答え、AID で生まれた人との接触も 58％が拒否感を⽰した(2005 年 6 ⽉ 6 ⽇

読売新聞)。

この調査からも分かるように、わが国では出自を知る権利を認めた場合、精子・卵子・胚の提供者の減少を招きかねず、
AID の実施を実質的に困難にしかねないのである。

３、 提供者と特定できる情報を開⽰することにおける問題
次に、提供者の情報をどこまで子どもに提供するかによって発生する問題がある。
「精子・卵子・胚の提供等による生
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殖補助医療制度の整備に関する報告書」にあるように、提供者を特定できる情報を開⽰することを認めると、生まれた子
や提供者の家族関係等に悪影響を与える等の弊害の発生が予想される。
例えば、先程の厚生労働省研究班の調査にもあったように、AID によって生まれた子どもに精子などの提供者を特定
できる情報を開⽰すると、子どもが提供者に会いに⾏く可能性があるが、提供者の半分以上の人が AID 児との接触に拒
否感を⽰している。また、遺伝上の親だということで親子関係を求める可能性を考えることができる。このような弊害を
恐れ、精子・卵子・胚の提供を躊躇してしまう提供者もいるだろう。

第4節

反論

１、 反論①(提供者のプライバシー権について)
ドナーの匿名性が子どもの出自を知る権利に優先して守られるのは、ドナー数を確保したいという生殖医療を進める大
人の論理である。匿名性を廃⽌すると、子どもへの法的責任がないとしても、遺伝的な親であるということの精神的責任
が生じ、その重さからドナーが減ってしまうという考え⽅がある。しかし、この問題については、子どもが自分のルーツ
を知ることは不可欠な権利であるとして匿名原則を配したスウェーデンにおいて、一時的にはドナー数の減少があったが、
現在の新しい制度の下で匿名性を守っていたとき以上にドナーが増加したという報告がある。もちろん、⽂化差があるだ
ろうが、子どものアイデンティティを確⽴するための重要な権利を侵害する根拠としては、ドナーの減少への危惧という
のは弱いだろう。
さらに、実際にドナーが減少したとしても、子どもの権利侵害を認めるべきではないという考え⽅も十分に検討される
必要がある。子どもの健全な育成という視点から、子どもが自分のルーツを知ることは、出自を知る権利という問題以上
に、子どもが成⻑の過程でアイデンティティを確⽴するために必要な情報である。にもかかわらず、ドナーの匿名性を守
ろうとしているのはなぜか。この⽐較衡量の内容が不明瞭である。さらに、子どもの出自を知る権利は、子どもの権利条
約第 7 条「(略)子どもは、(略)できる限りその親を知り、親により養育される権利を有する」という規定によっても、優
先的に保障されなければならない権利ではないだろうか(掛江 2001:175-176)
非配偶者間人工授精を含む生殖補助医療は様々な倫理的問題を含んでおり、これまでも様々な議論が重ねられてきた。
しかしそのほとんどは、子どもを持つことを希望するカップルや、精子を提供するドナーなど大人の側からの視点で議論
されていた。生殖医療において、施術を受けるという点からは、大人が医療の当事者となる。そして、子どもを持つとい
う点からは、子どもをもつことを希望するカップルの両者が当事者である。そもそも生殖補助医療は不妊に悩むカップル
の願いを叶えるために発達してきたものであり、その結果として、自然生殖によって子どもを持てない大人たちにとって
大きな希望となってきたということを考えれば、大人側の視点で議論が進むのも仕⽅のないことかもしれない。
しかし、生殖補助医療は新しい生命をつくり出す⾏為である。通常の医療とは異なり、この技術はまったく別の人格を
新しく生み出すことを目的としている。このような技術の倫理的問題を議論する際、その時点ではまだ存在していないと
はいえ「生まれてくる子ども」の視点を顧みることなく、大人の論理で進めることが妥当なのかは疑問である。この生殖
補助医療の生み出す結果を直接的に背負って生きていくのは、誰でもない生殖医療によって「生まれてくる子ども」自⾝
である。もちろん親となるカップルも、子どもの養育という点で、生殖医療の生み出す結果を背負うこととなる。しかし、
その背負うものの大きさと内容は、結果を人生全体で引き受けることを強いられる子どものそれとは⽐べものにならない
のではないかと思われる。よって、子どもの「出自を知る権利」を認めることは、提供者のプライバシー権を守ることよ
りも優先されるべきである。
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２、 反論②(親子関係について)
まず AID 児の法的な親子関係についてであるが、第三者からの提供による非配偶者間人工授精によって生まれた子に
関する規定はない。現在判例上、まず分娩の事実により⺟子関係は発生する。また⺠法第 772 条第 1 項によると、
「妻が
婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定されているので、夫が一定期間内に嫡出否認の訴え(⺠法第 774〜778
条)によって嫡出⽗子関係を否認しない限り、AID 児の⽗親は分娩した⼥性の夫ということになる。
次に、規定がない現在、生殖補助医療に精子が用いられた者の法的地位はどうなるのかという問題がある。提供者は出
生した子との間に血縁関係を有するため、現⾏法においては任意認知または認知の訴えによって親子関係が生ずる余地が
ある（⺠法第 779 条、第 787 条）。そのため、精子提供者と出生した子の間の親子関係について明確にする必要が生じ
る。もっとも、適法な精子・卵子⼜は胚の提供による生殖補助医療によって子が出生した場合、当該医療を受けた夫婦と
の間に嫡出親子関係が発生することから、認知によって提供者と子の間に⽗子関係が生ずることはない。
ここで外国の法制に着目してみると、法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会の「精子・卵子・胚の提供等による生
殖補助医療により出生した子の親子関係に関する⺠法の特例に関する要綱中間思案の補足説明」によると、生殖補助医療
のために精子を提供した者の地位については、特段の規定を置かない国(ドイツ、スウェーデン)もあるが、以下のように、
提供者が生殖補助医療によって出生した子の⽗とならないと規定するものがある。
イギリスにおいては、生殖補助医療に対する精子の提供に同意した男性は、当該生殖補助医療により出生した子の⽗と
されない(ヒトの受精及び胚研究に関する法律

第 28 条第(6)項(a)、同法付則 3 第 5 項)。フランスにおいては、提供者

と出生した子の間にはいかなる親子関係も生じさせることはできず、提供者に対して責任に関する訴えを提起することも
できないものとされる(⺠法第 311〜319 条)。米国統一親子関係法においても、精子の提供者は親とされない(同法第 7
章第 702 条)。
このように、諸外国では提供者は AID 児に対して法的な責任を負わなくてもよいという法令が多い傾向にある。また、
⽇本でも同様の法令を作ることが検討されている。

３、 反論③(AID 児と提供者の接触について)
AID 児が提供者に会いに⾏く可能性や、提供者の家族に悪影響を及ぼす可能性が⾔及されているが、この問題につい
て AID 児の証⾔から考察してみたいと思う。
『安田精神保健夏期講座４

乳幼児精神保健「真実を求める心」―ルーツの葛藤を生きる子どもから学ぶ―』

(2003.8.9-10)における当事者の証⾔によると、「僕は昨年の冬、病院で受けた遺伝子検査で⽗親と血がつながっていな
いことを知らされました。突然のことに驚きましたが、それ以上に、数十年間も秘密にされていたことにより驚きを感じ
ます。僕は遺伝上の⽗親が知りたいと思っています。子どもによって⽗親像は必要だし急に消されてしまっても混乱しま
す」(才村 2004:35-36)。
また、非配偶者間人工授精の現状に関する調査研究会のホームページには次のようにある。

自分は AID で生まれたと知ったのは 37 歳の時です。4 人兄弟の 2 番目だったが、⽗と弟の一人が相次いで亡くな
った後、⽗と同じ病気にかかるのではないか心配になり、⺟親に聞いて知りました。４人兄弟の一番上の兄だけが養
子で、あとの３人は AID で生まれ、それぞれドナーは異なっていました。初めて知った時、今まで隠されてきたこ
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とに怒りを感じた一⽅で、すべての疑問が解け、解放された感じがしました。子どもの頃から何か家族の間で違和感
を持ち、⽗親の愛情を感じ、自分も⽗親を愛しつつ、性格や感性が違うと感じていました。例えば⽗親はスポーツが
好きで、自分はスポーツが得意ではなく、⽗親の期待に添えないと感じたり、自分が美術を好きなのは遺伝的なもの
ではないかと思ったりしました。⺟が⽗を裏切ってできた子どもではないかと自分を疑うこともあり、アイデンティ
ティが混乱し、葛藤してきたことが解放されたと感じた原因です。知らなかった間は、⽗親と距離感を感じ、早く家
をでました。本当に⽗と打ち解けられたのは、自分が子どもを持ち、⽗親が亡くなる５年前くらい前のことで、もし
もっと早く AID で生まれたと知っていれば子どもの頃から⽗親と近い関係が作れたのに残念だったと感じています。
AID で生まれたと知ってからドナーを探しましたが、⾒つからず、なぜ自分のことなのにこんなに大変な目にあわ
なければならないのかと感じました。(略)AID で生まれた人は親に感謝しているし、育ててくれた両親の代わりにな
る人はいないと感じています。それでもドナーを探すのは、⽗親を求めているからではなく、自分のルーツを知って
初めて自⽴できるからです。現在 AID で生まれた人は⼆級市⺠です。出自を知る権利がなく、周囲から知ってはい
けないと⾔われ、医師は親の名前を知っているのに、私たちには知らせられないのです。(略)真実を知りたいという
私たちのニーズを理解してください。完全なアイデンティティを知る権利を求める闘いを⽀援してください。

当事者の発⾔からわかるように、生殖補助医療で生まれたという事実を知ったことのショックよりも、ずっと家族に秘
密があったことに対して怒りを感じているのである。また、2 人の当事者は精子の提供者を探しているが、後者は⽗親と
して探しているわけではないと証⾔している。つまり、提供者を知りたい、会ってみたいかどうかは子どもにより違うの
であり、知りたいとする子どもには知る⽅法が用意されるべきであると思われる。ドナーが減ってしまう恐れよりも、出
自を知る権利は優先されるべきである。

第5節

子どもの出自を知る権利の必要性

１、養子制度との比較
AID 児が「自分の遺伝的な情報を知りたい」と思う気持ちと、養子が「自分の本当の親を知りたい」と思う気持ちは
共通するものがあり、出自を知る権利と養子制度は⽐較して考えることができる。
養子は自⼰の出自を知る権利を確保されており、非配偶者間人工授精により生まれた子どもの出自を知る権利も確保さ
れるべきである。この主張の裏づけとして以下のようなことが挙げられる。
菱⽊昭⼋朗⽒は、スウェーデンにおける人工授精子の自⼰の出自を知る権利について、
「人工授精子に関する本格的な
研究が⾏なわれていなかったことから、可能な限り、養子の自⼰の出自を知る権利の必要性を導き出そうとした。アメリ
カ、カナダ、そしてイギリスにおいて⾏なわれた養子研究から、養子には自⼰の出生の由来を知りたいと思う願望がある
ということ、そしてまた養子が自⼰の出自を知ることが養子の成⻑にとって極めて重要なことであるという結論に達し
た。」と述べ、養子をモデルに出自を知る権利の必要性が導き出された経過があることが分かった(才村

2006:31)。

さらに、厚生労働省から出された⾥親のマニュアルでは、知る権利の必要性と告知の出来る状況について⽰唆しており、
『Q 真実告知』のところで「子どもたちが自分の生い⽴ちを知り、自⼰の成⻑の歴史を認めていくことは大切で、自⼰の
アイデンティティを形成していくのに欠かせないものです。子どもの人生は⾥親のもとに来てから始まったわけではなく、
生まれた時から始まっているのです。」と書かれ、
「事実をしっかり伝えていくには、子どもが安心でき、愛情を持って育
てられ、自分を必要とされているという思いがもてるような状況のもとでなされる必要があります。
」と述べている。ま
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た『ルーツを探す』では、
「ルーツ探しを実際に⾏うかどうかは本人が決めることです。」と自⼰決定の元になされるべき
であるとされ、また、「欧米では、⾥親のもとで生活する子どもたちには、生まれてからのライフストーリーを継承でき
るよう、ライフストーリーブックを作る」ことを勧められ、子どもが「どのように成⻑してきたかを理解する⼿助けにな
ると考えられて」いると報告している(子どもを健やかに養育するために

2003:134-137)。

このように、養子制度においては真実告知を国家も勧めているという事実も存在する。よって、類似した AID 児の出
自を知る権利においても、提供者を特定できる情報を含め、情報提供について大いに検討していく必要があると考えられ
る。

２、近親婚の可能性
AID 児に出自を知らせないことによって最も懸念される問題が、近親婚の可能性である。厚生科学審議会生殖補助医
療部会の「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」においては、以下のように近親婚回
避のための⽅法が記されている。

提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子または自らが当該生殖補助医療により生まれたかも
しれないと考えている者であって、男性は 18 歳、⼥性は 16 歳以上の者は、自⼰が結婚を希望する人と結婚した場
合に近親婚とならないことの確認を公的管理運営機関に求めることができる。
確認の請求に当たり、公的管理運営機関は確認に関する相談に応ずることとし、確認に関する相談があった場合、公
的管理運営機関は予想される確認に伴う影響についての説明を⾏うとともに、確認に係るカウンセリングの機会が保
障されていることを相談者に知らせる。

この近親婚の可能性は、養子制度においても問題となっており、イギリスの血のつながりを知らない男⼥の双子が結婚
したことも話題となった。この報道は、非配偶者間人工授精で生まれた人の「出自を知る権利」推進を訴えている議員が、
生殖技術のあり⽅を規定する法改正案の審議の中で実例を挙げて、問題として提起したものである。
AID 児には、提供者が同じである異⺟兄弟が存在し、現在⽇本では⽇本産科婦人科学会の「非配偶者間人工授精」に
関する⾒解(2007 年 4 ⽉改定)によると、1 人の精子提供者から生まれる子どもの数は 10 人と決められている。つまり、
現在 AID で生まれた人には、最大 9 人の AID による異⺟兄弟がいる可能性があることになる。このことからも近親婚の
可能性はゼロではないと⾔え、出自を知らされないということはこういった可能性を常に持っているということになるの
である。この近親婚の可能性回避のためにも、提供者を特定できる情報を開⽰することは必要不可欠であると思われる。

３、親による真実告知
AID 児が非配偶者間人工授精によって生まれたと認識するには、親の告知が不可欠である。しかし、普通養子や⾥親
委託であってもなかなか告知できない国⺠性を持っている⽇本で、生殖補助医療によって生まれた子どもへの真実告知は
困難であると⽰唆されている。
非配偶者間人工授精の現状に関する調査研究会のホームページには、AID によって子どもを授かった夫婦に対するア
ンケートの結果が掲載されている。
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親の気持ちを⽰す数少ない調査結果として、
「AID により児を得た夫婦の告知に対する考え⽅」堀井雅子⽒(慶應義塾
大学医学部産婦人科教室)があります。114 カップル夫婦(AID 児 0〜11 才)のアンケート結果から、これまでに AID
について子どもに告知した両親はおらず、95％以上の両親が今後も告知を予定していないことがわかります。また、
子どもが AID について知る機会があった場合、子どもにとって遺伝上の親を探すことに協⼒するつもりであると、
回答したのは夫 22％、妻 16％でした(第 48 回⽇本不妊学会

発表収録より)。

筆者の AID を実施している 20 名の⼥性の調査でも、
「できれば子どもに告知したくない」「する必要はない」と回
答した⽅は 18 名でした。その理由には、「子どもにとって、⽗親と血がつながっていない事実を知ることは、アイ
デンティティーを揺さぶられる体験であるだろうし、そんな⾟い思いを大切な子どもにはさせたくない」
「生物学上
の⽗親がどこかにいるということを子どもが知ることで、今まで築き上げてきた家族の絆までも破壊してしまうので
はないか」
「子どもには自分の夫を本当の⽗親と思っていてほしい」を、あげていました。それゆえに、彼⼥たちは、
何らかのきっかけで、子どもにその事実が伝わる事をとても脅威に感じていました。自分たちの AID について他者
に口外せず、夫婦⼆人の秘密として「お墓までもってゆく」と表現する⼥性も 6 名いました。
一⽅、
「大切な子どもだから小さいうちから隠し事のないように話してゆきたい」という回答も 2 名ありました。ま
た、
「もし子どもが何らかのかたちで、ある程度の年齢になったらきちんと話す」
「望まれて生まれてきた子であるこ
とを誠意をもって話す」「ありのままの気持ちを話す」など、子どもに真摯に向かうという回答も 7 名ありました。

このアンケート結果からも分かるように、AID によって子どもを授かった夫婦は真実告知には消極的である。しかし、
AID 児の証⾔には分かるまで秘密にされていたことに怒りを感じたなどの証⾔もあるように、子どもにとって真実告知
は大切なことなのかもしれない。

第5節

終わりに

2003 年 4 ⽉に発表された厚生科学審議会生殖補助医療部会からの生殖補助医療のあり⽅についての最終報告書には、
第三者からの精子・卵子・胚などの提供は認めるものの、近親者などからの提供は今後の検討としたほか、第三者の⼥性
が出産する代理出産は禁⽌するとあった。また、生まれた子どもの福祉の観点から、子どもの出自を知る権利を認め、子
どもが 15 歳になり希望すれば遺伝上の親の⽒名・住所などの情報を知ることが出来るとあった。
これまでは、医師・提供者・当事者夫婦が語らないことで成り⽴ってきた AID が、子どもの「出自を知る権利」を尊
重するという新たな局⾯を迎え、その内容やサポート体制をどう整えていくかが今後の大きな課題になる。これまで、大
人の視点でばかり検討されてきた生殖補助医療における諸問題を、子どもの福祉を一番に考慮するよう⽅向転換し、AID
児に対する社会の認識を変えていくことが大切であり、それを踏まえた上で、生殖補助医療に関するさまざまな規定の法
制化が着実に進んでいき、AID 児が健康で⽂化的な生活を送ることのできる社会になって欲しいと思う。

参考⽂献

掛江直子(2001)「生殖補助医療において子どもの権利を考える」⻑島隆／盛永審一郎編『生命倫理コロッキウム①

生

殖医学と生命倫理』(太陽出版、2001 年)
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監修

財団法人⽇本児童福祉協会発⾏

2003 年)

精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書(厚生科学審議会生殖補助医療部会)2003 年 4 ⽉
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精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する⺠法の特例に関する要綱中間試案の補
足説明

2003 年

法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会

⽇本産科婦人科学会「倫理委員会
倫理審議会答申書―諮問事項

登録・調査小委員会報告」平成 10 年度〜17 年度報告

精子・卵子の提供者を匿名の第三者とする点について―2003 年 4 ⽉ 6 ⽇

社団法人

⽇

本産科婦人科学会倫理委員会倫理審議会
非配偶者間人工授精の現状に関する調査研究会のホームページ
http://www.hc.keio.ac.jp/aid/index/html
読売新聞(2002 年 6 ⽉ 6 ⽇)
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渉外的代理懐胎における⺟子関係
⼭城優妃
第１節 序論
近年の生殖補助医療は著しく進歩している。
⽇本では、昭和 58 年に最初の体外受精による出生児誕生が報告がされたが、それ以来毎年数多くの赤ちゃんが生殖補
助医療によって誕生している1。つまり、不妊症（生殖年齢の男⼥が子を希望しているにもかかわらず、妊娠が成⽴しな
い状態であって、医学的措置を必要とする場合をいう。）のために子を持つことができない人々が子を持てる可能性が拡
がってきており、生殖補助医療は着実に広まっているのである。
このように⽇本でも生殖補助医療は盛んに⾏われているが、一⽅でそれを規制する法律は存在せず、現在は⽇本産婦人
科医学会の会告により自主規制が⾏われているのみである。
このような中で、⽇本でも生殖補助医療によって生まれた子の親子関係をめぐる訴訟事件が何件か起きた2。以下に、
それらの訴訟事件の中の、渉外的代理懐胎によって生まれた子の親子関係をめぐる事例を一つ挙げる。

≪代理懐胎によって生まれた子の⺟をめぐる訴訟事例≫
⽇本人夫婦 X1 男と X2 ⼥は、X2 が病気で妊娠できなくなったために、2003 年に米国のネバダ州において、A ⼥ B 夫
妻と代理懐胎契約(有償契約)を結び、X1 と X2 の受精卵を A の子宮に移植し、A は同年双子を出産した。
その後、X1X2 が AB を相⼿⽅として、ネバダ州の地⽅裁判所家事部に提起した訴訟において、裁判所は、X1X2 が双
子の血縁上、また法律上の両親であることを認め、
「出生証明書及びその他の記録に対する申⽴人の⽒名の記録について
の取り決め命令」を下した。
X1X2 は⽇本に双子を連れ帰り、2004 年 5 ⽉にネバダ州での判決に基づき、双子について X1 を⽗、X2 を⺟とする出
生届を提出したが、品川区⻑により、X2 による分娩の事実が認められず、摘出親子関係が認められない事を理由とする、
不受理処分の通知を受けた。
X1X2 による、不受理処分の不服申し⽴ては、東京家裁ではとして却下されたが、東京⾼裁は⺠事訴訟法 118 条の「公
序」には反さず、適用(ないし類推適用)できるとして原審判を取り消し、出生届受理を命じた（東⾼平 18 年 9 ⽉ 29 ⽇
判時 1957 号 20 頁）。
それに対し最⾼裁は、「懐胎・分娩者＝⺟ルール」は一貫して貫かなければならず、懐胎出産していない⼥性と子ども
の間には⺟子関係の成⽴を認める事ができない。また、⺠法で認められない者の間に親子関係を認めるのは⺠訴法 118
条の「公序」に反する。そして依頼者を⺟とすることは、代理懐胎を認めることにもなる、として原決定を取り消した（最

1

⽇本産婦人科学会の「倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成 18 年度)」によると、2005 年度における生殖補助

医療による出生児数は 1 万 9112 人で、これまでを累積すると 15 万 4869 人になる。
2

AID（第三者の精子を用いた人工授精）子の親権をめぐる事件が一件、AID 子の⽗子関係を争う事件が一件、死後生

殖の認知請求事件が三件、海外での代理懐胎によって生まれた子の出生届不受理処分取消請求が⼆件。
105

判平 19 年 3 ⽉ 23 ⽇家⽉ 59 巻 7 号 72 頁)。

果たして、
「懐胎・分娩者＝⺟」ルールは必ずしも貫かれなければならないのだろうか。
「代理懐胎を認めるか否か」と
いう問題と、「すでに代理懐胎によって生まれた子の⺟子関係をどうするか」という問題は分けて考えることはできない
のか。この論⽂では、子の福祉の観点から、渉外的代理懐胎における⺟子関係について考えてみたいと思う。

第2節
２．１

代理懐胎と日本の現状
代理懐胎とは

上記の事例について詳しく⾒当する前に、「代理懐胎」とは何かを確認する。代理懐胎とは、妊娠・出産できない⼥性
が、他の⼥性に依頼し、代わりに子どもを産んでもらうことを指すが、大きく分けて 2 種類ある。3
①妻が卵巣と子宮を摘出した等により、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第
三者の子宮に医学的な⽅法で注⼊して妻の代わりに妊娠・出産してもらう代理⺟（サロゲートマザー）
②夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して
得た胚を妻以外の第三者の子宮に⼊れて、妻の代わりに妊娠・出産してもらう借り腹（ホストマザー）
である。上記事例の場合は②に該当するが、この論⽂では代理懐胎という⾔葉でくくる事とする。

渉外的代理懐胎のプロセス
ここで、代理懐胎の知識を深めるためにも、渉外的代理懐胎のプロセスの一例(⽇本人夫婦が代理⺟出産エージェン
シー：KB

Planning を介し、カリフォルニアで代理⺟出産をする場合)を簡略化して挙げる。4

①夫婦からエージェンシーに依頼、情報(⽒名、希望理由など)提供
↓
②エージェンシーの社⻑、医師、弁護士等の⾯接、契約
↓
③代理⺟候補者(リストから選ぶ)との⾯接、決定
↓
④代理⺟候補の⾝元調査(住所暦、犯罪歴、等)、代理⺟候補の精神鑑定、フィジカルチェック
↓
⑥代理⺟最終決定、代理⺟契約締結
↓
⑦体外受精、移植、妊娠
↓

3

代理懐胎の説明につき、厚生科学審議会生殖補助医療部会平成 15 年 4 ⽉ 28 ⽇「精子・卵子・胚の提供による生殖補

助医療制度の整備に関する報告書」を参考にした。
4

詳細は 代理⺟ドットコム www.dairi-haha.com 参照。
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⑧出産前の法的⼿続き

※ 出生証明書（Birth Certificate)
アメリカで出産すると、出産に関わった医師が出産証明書を発⾏し、その地区(郡)の役所に届け出をする。カリ
フォルニア州では⺟・⽗の名前の欄は依頼者となる。
これは、弁護士が前もってカリフォルニア州裁判所判事のその旨の命令書をもらい、担当の産婦人科医にその書
類を出産時に渡すためであり、産婦人科医は、判事の命令に従って、出生証明書を書き、郡役所に提出する。
その後、依頼者が郡役所に子供の正式な出生証明書を発⾏してもらう。
↓
⑨出産⽴会い
↓
⑩赤ちゃん帰国

※ 帰国後、⑧で発⾏された出生証明書を、⽇本の区役所あるいは市役所へ持って⾏き、子どもの出生届を出す。

①〜⑩は簡略化したものであるが、⾝体検査や、医療保険や生命保険加⼊、料⾦の仕組み等、様々な事をした上で代
理⺟出産が⾏われているようである。

２．２

代理懐胎における日本の現状

それでは次に、⽇本における代理懐胎の現状について⾒ていこう。

２．２．１

件数

冒頭でも述べたように、現在⽇本では代理懐胎を規制する法律はない。代理懐胎実施の現状としては、国内では 2007
年までに 5 件の例が報告されており5、国外ではすでに 500 組程度実施されているのではないかとも⾔われている。6

２．２．２

日本産婦人科学会

⽇本産婦人科学会は生殖補助医療について、会告による自主規制を⾏っている。
1983 年 10 ⽉の「『体外受精・胚移植』に関する⾒解」では体外受精・肺移植を配偶者間に限定しており、同時に代理
懐胎については禁⽌している。2003 年 4 ⽉の「代理懐胎に関する⾒解」では、代理懐胎の是非について、「代理懐胎の
実施は認められない．対価の授受の有無を問わず，本会会員が代理懐胎を望むもののために生殖補助医療を実施したり，
その実施に関与してはならない．また代理懐胎の斡旋を⾏ってはならない．
」とし、理由として、
「１）生まれてくる子の
福祉を最優先すべきである。２）代理懐胎は⾝体的危険性・精神的負担を伴う。3）家族関係を複雑にする。4）代理懐
胎契約は倫理的に社会全体が許容しているとは認められない。」

を挙げている。

しかし同会告付帯事項において、将来的に社会が代理懐胎を容認する状況になればごく例外的な場合について、再度検
討する旨の事も述べている。

5

医療法人登誠会諏訪マタニティクリニック www.smc.or.jp/smc/smc004.html

6

http://hiraimiho.main.jp

に指摘があるが、正確な数はわからない。
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２．２．３

国による方向性

国の⽅向性としては、旧厚生省・厚生労働省、法務省の２つの考えを挙げることができる。
（Ａ）

旧厚生省ならびに厚生労働省

1998 年に旧厚生省の厚生科学審議会先端医療評価部会に「生殖補助医療技術に関する専門委員会」が設置され、同委
員会は 2000 年 12 ⽉に「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり⽅についての報告書」をまとめ、代理懐胎
は禁⽌すると明記した。
理由としては、①生まれてくる子の福祉を最優先する。②人を専ら生殖の⼿段として扱ってはならない。③安全性に十
分に配慮する。④優勢思想を排除する。⑤商業主義を排除する。⑥人間の尊厳を守る。という基本的考えに対し、代理懐
胎は①②③に反することを述べている。
また、現在の厚生労働省には新たに生殖補助医療部会が設置され、2003 年 4 ⽉には「精子・卵子・胚の提供等による
生殖補助医療制度の整備に関する報告書」がまとめられ、旧厚生省の委員会と同様の理由で代理懐胎を禁⽌したが、将来
代理懐胎について再度検討すべきという少数意⾒があった事も付記された。
（Ｂ）

法務省

法務省は法制審議会に生殖補助医療関連親子⽅部会を設置し、2003 年 7 ⽉に「精子・卵子・胚の提供等による生殖補
助医療により出生した子の親子関係に関する⺠法の特例に関する要綱中間試案」を公表した。
その中で、同部会は、懐胎・分娩した⼥性をその子の⺟親とするという、分娩者=⺟ルールは卵子提供型の生殖補助医
療によって生まれた子にも適用されるとした。理由としては、①⺟子関係の法律関係を客観的基準により明確に決するこ
とができる。②この考え⽅によれば、生殖補助医療により生まれた子と自然懐胎によって生まれた子をできるだけ同様に
扱う事ができる。③懐胎・出産の過程において⼥性は⺟性を育むので、子の福祉の観点からみて出産した⼥性を⺟とする
ことは合理的である。④本試案が主として試案する卵子提供型の代理懐胎において、出産する⼥性は子を育てる意思をも
っており、その意思をもつ者が子を監護するのが望ましい。と、以上の４つを挙げている。
また、このルールは代理懐胎にも適用されると述べられ、理由としては、上記①〜③が当てはまること、また禁⽌され
る⽅向にある代理懐胎の親子関係の規律について、依頼者を⺟親とし、上記ルールの例外を認めることは代理懐胎を容認
する事になるので相当でないことが挙げられている。

２．２．４

世論

厚生労働省の研究班が 2003 年 1 ⽉に⾏った、
「生殖補助医療技術に関する国⺠の意識調査」7によると、非配偶者間生
殖補助医療の、①AID(第三者の精子を用いた人工受精)、②第三者の精子を用いた体外受精、③第三者の卵子を用いた体
外受精、④第三者の受精卵を用いた肺移植、⑤代理⺟（サロゲートマザー）
、⑥借り腹（ホストマザー）につき男⼥両⽅
に対し、
「利用したいか」という質問には、
「利用したい」という回答は①3.15%、②3.8%、③3.5%、④3.25%、⑤2.8%、

7

平成１４年度厚生労働科学研究費補助⾦厚生労働科学特別研究「生殖補助医療技術に対する国⺠の意識に関する研究」

班による調査で、全国 200 地点から、無作為抽出した 20〜69 歳の男⼥ 4000 名(調査票のみ提供)および無作為抽出し
た 20〜59 歳の男⼥ 4000 名（リーフレットによる情報提供もあり。）の合計 8000 名うち、実際に調査票を本人に届け
ることができた 5846 名の調査結果。本稿で用いた数値は、調査票のみの群とリーフレット群の平均。
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と、どれも決して多くはないが、⑥に関しては 7.95%と⽐較的⾼く、
「配偶者が賛成したら利用したい」という回答は
41.45%になり非配偶者間生殖補助医療の中での借り腹は⽀持が⾼い事がわかっている。
また男⼥に対する、｢一般論として(①〜⑥のような)生殖補助医療技術を一定条件の下で認めてもよいか｣という質問に
対しては、①44.4%、②41.2%、③42.45%、④29.45％、⑤30.35%に対し、⑥は 44.6%となっており、ここでも借
り腹に対する容認度は⾼かった。

２．２．５

日本弁護士連合会

⽇本弁護士連合会は、2003 年 3 ⽉に「生殖医療技術の利用に対する法的規制に関わる提⾔」を公表し、代理懐胎は禁
⽌すると提⾔している。理由としては、
「懐胎出産する⼥性の心⾝に⻑期間にわたって多大の影響を与え、⼥性の人権侵
害の恐れがあり、商業主義に発展する恐れが大きいこと」
、借り腹については懐胎出産する⼥性が「腹を貸す道具」にな
ることを挙げている。2007 年 1 ⽉ 19 ⽇の補充提⾔「死後懐胎と代理懐胎について」では、「代理懐胎は法律で禁⽌す
るべきである」、と述べ、早急に法律による規制を設けるべきだとしている。

第３節 ≪事例≫詳細と検討
代理⺟出産の現状を踏まえた上で、この節では第１節で挙げた≪事例≫の詳細を述べるとともに、検討を⾏っていく。
検討に⼊る前に、理解しやすくするために２つ引用をしておこう。他国で判決が出ている場合（この論⽂で⾔う渉外的事
例）に、その判決が⽇本でも効⼒を持つか否について争われる⺠事訴訟法１１８条と、本件における外国判決、つまりネ
バダ州における判決である。

⺠事訴訟法１１８条（外国裁判所の確定判決の効⼒）
「外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効⼒を有する。
一

法令⼜は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

⼆

敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達（公⽰送達その他これに類する送達を除く。
）を受けた

こと⼜はこれを受けなかったが応訴したこと。
三

判決の内容及び訴訟⼿続が⽇本における公の秩序⼜は善良の風俗に反しないこと。

四

相互の保証があること。 」

出生証明書及びその他の記録に対する申⽴人の⽒名の記録についての取り決め及び命令8
「ネバダ州裁判所は、抗告人らのＢ夫妻を相⼿⽅とする申し⽴てに対し、抗告人らが 2004 年 1 ⽉あるいはそのころ
Ａから生まれる子らの血のつながった、そして法律上の⽗親と⺟親と認められること（主⽂ 1 項）、出生が発生する病院
及び週の諸法規の下において出生証明書を作成する責任を有する関係者、組織ないし機関は、抗告人らを子らの両親とし、
出生証明書を準備し発⾏すること（主⽂ 2 項）、当該地域及び州登記官は法律に準拠し上記に則った出生証明書を受理し、
記録保管するものとすること（主⽂ 3 項）」

8

平成 15 年 12 ⽉ 1 ⽇、ネバダ州ワショー郡管轄ネバダ州第⼆司法地⽅裁判所家事部（以下ネバダ州裁判所）判決につ

き、前掲・東京⾼裁平成 18 年 9 ⽉ 29 ⽇決定より引用。
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以下、この裁判をネバダ裁判という。

３．１

東京高裁平成 18 年 9 月 29 日決定

結論として、東京⾼裁は原審判（品川区⻑が出生届けの受理を拒否したことへの、Ｘ1Ｘ2 からの不服申し⽴てに対し、
東京家裁が申し⽴てを却下した）を取り消し、品川区⻑に出生届受理を命じた。理由の骨子は、本件で存在するネバダ判
決が、⺠事訴訟法 118 条の適用ないし類推適用によって⽇本で承認されること、その結果、子らはＸ1Ｘ2 の子であると
確認されることにある。以下詳細を述べる。（「

３．１．１

」内は引用、波線は筆者が付けた。
）

ネバダ裁判の効⼒について

ネバダ裁判の効⼒については、⾼裁はまず本件における代理出産契約が、
「ネバダ修正法の規定に従って締結され」、
「要
件をすべて満たして」いることを確認し、ネバダ州裁判所はこの契約について、
「抗告人らとＢ夫妻の間において、親子
関係確定の申⽴書に記載されている事項が事実であると認めていること及びＢ夫妻は本件子らを抗告人らの子と確定す
ることを望んでいることを確認し、本件代理出産契約を含む関係書類を精査した後に、抗告人らが、すべての局⾯におい
て、本件子らの血縁上及び法律上の⽗⺟であることを確認すると共に」
、出生証明書及びその他の記録に対する申⽴人の
⽒名の記録についての取り決め及び命令を下した、と述べる。
また、ネバダ裁判は、「ネバダ州修正法上の⽗子関係確定の裁判⼿続きと⺟子関係確定の裁判⼿続きに基づきなされたも
のであるところ」、⽗子関係確定の裁判の裁判事項と効⼒に関するネバダ州修正法 126・161 条では「親子関係確定の裁
判はすべての局⾯において決定的なものであること」などから、ネバダ裁判主⽂の効⼒は、
「当事者である抗告人ら及び
Ｂ夫妻だけでなく」、「第三者に対しても及んで対世効を有するものと解される」という。
そして、本件子らがネバダ裁判の当事者になるかどうかについては、ネバダ裁判には、
「本件子ら以外の利害関係全
員」が「当事者として関与しており、しかも、本件子らの法定代理人はこれらのものいずれかであることからすれば、
事実上、本件子らも裁判⼿続きに関与していると解される」としている。

３．１．２

ネバダ裁判は、⺠事訴訟法 118 条にいう外国裁判所の確定判決といえるか。

確定判決といえるかについては、ネバダ裁判は、3.1.1 のとおり、「親子関係の確定を内容とし、かつ、対世的効⼒
を有するものであるから、わが国の裁判類型としては、人事訴訟（人事訴訟法 2 条）の判決に類似する⼜は家事審判
法 23 条の審判（合意に相当する審判）に類似するといえるのであり、しかも確定しているから」、
「外国裁判所の確定
判決に該当するというべきである」とする。

３．１．３

ネバダ裁判は、⺠事訴訟法 118 条 3 号にいう公序良俗に反しないとの要件を具備しているか。

（Ａ）公序良俗とは
⾼裁は、まず、公序良俗に反しないとは、
「その判決の承認によりわが国での効⼒を認め、法秩序に組み込むことでわ
が国の公序良俗（いわゆる国際私法上の公序であり、渉外性を考慮してもなお譲ることのできない内国の基本的価値、秩
序を意味する。）に混乱をもたらすことがないことを意味すると解されている」とする。
（Ｂ）
（Ａ）を前提とした上で、ネバダ裁判が⺠事訴訟法 118 条所定の外国裁判所の確定判決に該当しないとした場合
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の法律解釈
本件の事実によれば、本件は渉外的要素があるので、準拠法が問題となる。
「⺠
⽇本の国際私法（法令 17 条 1 項9）によると、Ｘ1Ｘ2 が本件子らの親であるかどうかは⽇本法が準拠法となり、
法の解釈上、抗告人らを本件子らの法律上の親と⾔うことはできない」という。
一⽅、本件子らがＢ夫妻の子であるかどうかを検討すると、法例 28 条 3 項10により、準拠法はＢ夫妻の本国⽅である
ネバダ州修正法となるため、「代理出産契約は有効とされ、本件子らはＢ夫妻の子であることが否定され」
、「本件子らに
は、法律上の親が存在しないこととなる。
」という。
またこの事態を防ぐために、法例 33 条11に基づきネバダ州修正法の適用が排除され、⽇本の⺠法に従いＢ夫妻が本件
子らの親となることが考えられるが、結局ネバダ州ではＸ1Ｘ2 が法律上の親とされているので、
「本件子らは、このよう
な各国の法制度の狭間に⽴たされて、法律上親のない状態を⽢受しなければならないこととなる」と述べる。
（Ｃ）公序良俗の検討
3.1.2 から、ネバダ裁判が確定判決に該当することを踏まえた上で、公序良俗に反するかどうかを検討している。ただ
し、ネバダ裁判の「承認の要件としての公序良俗を判断するかについてはあくまで、本件事案について」
、
「個別的かつ具
体的内容に即した検討をした上で」、判断すべきとした上で、次のように述べている。
わが国⺠法等の法制度は，自然懐胎のみの時代に制定された法制度であるが，現在では、人為的な操作による懐胎及び
子の出生が実現されるようになっている。そのため、
「法制度制定時に，自然懐胎以外の⽅法による懐胎及び子の出生が
想定されていなかったことをもって，人為的な操作による懐胎⼜は出生のすべてが，わが国の法秩序の中に受け⼊れられ
ないとする理由にはならないというべきである。」また、
「現に，その中でも，人工授精による懐胎については，当事者の
意思を十分尊重して確認する等の条件の下で，現⾏法制度の中で容認されていることからすると，⺠法上，代理出産契約
があるからといってその契約に基づき親子関係を確定することはないとしても，外国でなされた他の人為的な操作による
懐胎⼜は出生について，外国の裁判所がした親子関係確定の裁判については，厳格な要件を踏まえた上であれば十分受け
容れる余地はあるといえる。」
そして、本件の場合には、次の①〜⑦のような具体的要素から結論を出している。
①

本件子らとＸ1Ｘ2とは血縁関係を有している。

②

本件代理出産契約に至ったのは、Ｘ2の病気に基づくものであり、Ｘ1Ｘ2の遺伝子を受け継ぐ子を得るために
はその⽅法以外になかった。

※注９〜11
9

につき、現在の改正後新法（法の適用に関する通則法）を引用しておく。

改正後新法

第 28 条

「夫婦の一⽅の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、そ

の子は、嫡出である子とする」
10 改正後新法 29 条 3 「⽗が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における⽗の本国法を第一項の⽗の本国
法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本
国法とみなす。」
11 改正後新法第 42 条 「外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序⼜は善良の風俗に反するときは、
これを適用しない。」
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③

Ａの代理出産はボランティア精神に基づくものであり、動機・目的に不当な要素がない。また⽀払われた⾦銭
は、Ａの働き及び経費に関する最小限の額であり、子の対価ではなく、代理出産契約の内容から⾒ても、Ａの
尊厳を侵害する要素は⾒当たらない。

④

Ｂ夫妻は本件子らと親子関係にあること及び、養育することを望んでおらず（本件子らは法律的に受け容れる
ところがない）、一⽅、Ｘ1Ｘ2は出生当初から養育しており、今後も実子として養育することを強く望んでい
る。
「したがって、代理⺟を認めることが本件子らの福祉を害する恐れはなく、むしろ、本件子らの福祉にとって
は、わが国において抗告人らを法律的な親と認めることを優先すべき状況となっており、抗告人らに養育され
ることがもっともその福祉に適うというべきである。」

⑤

厚生科学審議会生殖補助医療部会が、代理懐胎を一般的に禁⽌する結論を⽰しているが、その根拠となってい
る「子らの福祉の優先、人を専ら生殖の⼿段として扱うことの禁⽌、安全性、優生思想の排除、人間の尊厳の
六原則について、本件事案の場合はいずれにもあてはまらないというべきである」。
「もとより、わが国では代理⺟契約について、明らかにこれを禁⽌する規定はないし、わが国では代理懐胎を
禁⽌するだけの社会通念が確⽴されているとまではいえない。」

⑥

法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会において、外国で代理懐胎が⾏われ、依頼者の夫婦が実親となる決
定がされた場合、この契約は⽇本では公序良俗に反するため、無効となる、という点に異論がなかったことが
認められるが、ネバダ裁判は、代理⺟規約のみに依拠して親子関係を確定したのではなく、血縁関係や当事者
の意思などを考慮した上で決定されたものであり、⽇本における無効の議論があったからといって、ネバダ裁
判が公序良俗に反するものではない。

⑦

「本件のような生命倫理に関する問題につき、わが国の⺠法の解釈では抗告人らが本件子らの法律上の親とさ
れないにもかかわらず、外国の裁判に基づき抗告人らを本件子らの法律上のとすることに違和感があることは
否定できない」が、⾝分関係に関する外国裁判の承認については現在は⺠事訴訟法 118 条に定める要件を満た
せばこれを承認することができると解されているため、本件のみがこれに従わない理由はない。

つまり、本件においても⽇本の⺠法を適用する余地はなく、上記違和感があるからといってネバダ裁判が公序良俗に
反するとはいえず、本件のような具体的事情のもとにおいて、ネバダ裁判を承認することは公序良俗に反しない、と結
論づけたのである。

３．２

最高裁平成 19 年 3 月 23 日決定

結論として、最⾼裁は、東京⾼裁の決定を破棄し、東京家裁の決定に対する X1X2 の抗告を棄却した。理由の骨子は、
東京⾼裁決定の理由上記１の（３）は是認できないというものである。以下詳細を述べる。
（「

」は引用、下線は筆者が

つけた）

３．２．１

公序良俗と実親子関係

最⾼裁は、外国裁判所の判決が⽇本において効⼒を持つための要件である⺠訴法 118 条の公序良俗について、
「外国
裁判所の判決がわが国の採用していない制度に基づく内容を含むからといって、その一事をもって直ちに上記の要件を満
たさないということはできないが、それが我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものと認められる場合
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には、その外国判決は、同法条にいう公の秩序に反するというべきである」という。そして、
「実親子関係は、⾝分関係
の中でも最も基本的なものであり、様々な社会生活上の関係における基礎となるものであって、単に私人間の問題にとど
まらず、公益に深く関わる事柄であり、子の福祉にも重大な影響を及ぼすものであるから、どのような者の間に実親子関
係の成⽴を認めるかは、その国における⾝分法秩序の根幹をなす基本原則ないし基本理念に関わるものであり、実親子関
係を定める基準は一義的に明確なものでなければならず、かつ、実親子関係の存否はその基準によって一律に決せられる
べきものである」とし、「⺠法が実親子関係を認めていない者の間にその成⽴を認める内容の外国裁判所の判決は、我が
国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものであり、⺠訴法 118 条 3 号にいう公の秩序に反するといわなけ
ればならない。」と述べている。

３．２．２

現⾏⺠法上の解釈

最⾼裁は、3.2.1 のように⺠法が認めない実親子関係は公序良俗違反に該当すると述べ、次に現⾏⺠法における親子
関係の解釈を述べている。

我が国の⺠法上、⺟とその嫡出子との間の⺟子関係の成⽴について直接明記した規定はないが、⺠法は、懐胎し出
産した⼥性が出生した子の⺟であり、⺟子関係は懐胎、出産という客観的な事実により当然に成⽴することを前提
とした規定を設けている(⺠法 772 条 1 項参照)。また、⺟とその非嫡出子との間の⺟子関係についても、同様に、
⺟子関係は出産という客観的な事実により当然に成⽴すると解されてきた（最判昭 37 年 4 ⽉ 27 ⽇・⺠集 16 巻
7 号 1247 頁）。

と、⺠法に規定はないものの、分娩者＝⺟ルールが存在することを⽰し、そして、
「現⾏法制は、血縁上の親子関係を
基礎に置くものである」とした上で、このルールの理由として、①その制定時においては懐胎し出産した⼥性は遺伝
的にも例外なく出生した子とのつながりがあるという事情が存在した、②出産という客観的かつ外形上明らかな事実
をとらえて⺟子関係の成⽴を認めることは、出産と同時に出生した子と子を出産した⼥性との間に⺟子関係を早期に
一義的に確定させる事になり、子の福祉にかなう、という事を挙げている。
そして、生殖補助医療技術が発展した現在では、自然生殖では不可能な懐胎も可能となっており、本件のように子を懐
胎した⼥性とその子に係る卵子を提供した⼥性が異なる場合についても、現⾏法の解釈により出産により⺟子関係が当然
に成⽴するのかが問題となると述べ、それについて次のように述べている。

「⺠法には、出生した子を懐胎、出産していない⼥性をもってその子の⺟とすべき趣旨をうかがわせる規定は⾒当た
ら」ないのは、⺠法制定当時そのような自体が想定されなかったことによるものではあるが、
「前期のように実親子
関係が公益及び子の福祉に深く関わるものであり、一義的に明確な基準によって一律に決せられるべきであることに
かんがみると、現⾏⺠法の解釈としては、出生した子を懐胎し出産した⼥性をその子の⺟と解さざるを得ず、その子
を懐胎、出産していない⼥性との間には、その⼥性が卵子を提供した場合であっても、⺟子関係の成⽴を認めること
はできない。」

一⽅で、代理出産については法制度としてどう取り扱うかが問題となっているとも述べ、⽴法による速やかな対応が強
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く望まれるとした。

３．２．３

補⾜意⾒

最⾼裁は 3.2.1、3.2.2 のように⺠法に定めのない実親子関係の確定は⺠事訴訟法 118 条の公序に反するため、我が国
においては効⼒を有さず、よって X1X2 と本件子らの間の嫡出子関係の成⽴については⽇本法が準拠法となるため X2 と
本件子らの間に⺟子関係は成⽴しないと結論付けたが、補足意⾒も付けた。以下にまとめる。

≪補足意⾒①≫
X1X2 の、本件子らに対する親としての愛情には疑問の余地はない。しかし、本件のような⺠法の解釈をする場合は卵
子を提供した⼥性と懐胎・出産した⼥性が異なる場合全てに共通する問題として考慮しなければならない。
そして、これらの⼥性と子の関係が法律上明確に定められていなければ、この地位が不安定になり、子の福祉を著しく
害する恐れがある。
代理懐胎を一定の場合に認めるとするのであれば、代理出産契約が有効となるための明確な要件が必要であり、その要
件を満たす事が実親子関係を認める要件となるのならば、個別の事案ごとに実親子関係が認められるか否かが異なってし
まう。
本件のような特別な事情は十分理解できるし、生まれてきた子の福祉は極めて重要であり、十分に考慮されなければな
らないが現⾏法のもとでは卵子を提供した⼥性を⺟とすることは躊躇せざるを得ない。
早急に⽴法による対応がなされることを強く望む。なお、特別養子縁組を成⽴させる余地は十分にある。

≪補足意⾒②≫
本件のような⺠事訴訟法 118 条の公序に反すると考えられる決定は我が国において効⼒を有さないので、結局は我
が国の⺠法において代理出産により出生したこの⺟子関係はどのように解釈すべきかという問題に帰着する。
生殖補助医療の発展によって起きる問題について、⺠法が規定を設けていないからと⾔ってそのことだけで直ちにこ
れを否定する事は相当でない。
また、本件においては、血縁関係を有すること、⼿段が代理出産しかなかったこと、本件代理出産契約の動機目的に
不当な要素を伺うことができないこと、代理出産した⼥性の尊厳を侵害する要素を⾒出すことはできないこと、利害関
係者の意思等、「原審の認定する事実関係によれば、本件子らの福祉という点から考えれば、あるいは、本件子らと相
⼿⽅らとの間の法的な実親子関係を認めることがその福祉にかなうということができるかもしれない。」
「しかし、こと
は、それほど単純ではない。」本件のような場合、我が国の⾝分法秩序への影響も考えなければならず、本件において、
「現⾏法の解釈として相⼿⽅らと本件子らとの間の実親子関係を法的に認めることは、現段階においては、医学会にお
いても、その実施の当否について議論があり、否定的な意⾒も多い代理出産を結果的に追認することになるほか、関係
者の間に未解決の法律問題を残す事になり、そのような結果を招来することには、大いに疑問がある。」
法の整備が望まれる。また、本件の場合特別養子縁組を成⽴させる余地は十分にある。

３．３

検討

以上のように、東京⾼裁、最⾼裁は異なる結論を下した。結果として、X2 と本件子らは、血縁上間違いなく⺟子関係
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にあるにも関わらず、法律上の⺟子関係は認められなかった。
私は、この結論に対し、強い疑問を抱く。いったい、最⾼裁がこだわる「我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念」
とは何なのか。分娩者＝⺟ルールは必ずしも貫かれなければならないのか。子の福祉とは何なのだろうか。ここでは、専
門家の様々な意⾒を交えつつ、最⾼裁の決定を検討していきたい。

３．３．１

⺠訴法１１８条における公序判断

最⾼裁は、公序判断において、
「我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念」に相容れないことを基準におく。この「公
序」について、⻑田真⾥⽒は次のように述べている。

「外国判決に対しても維持されるべきわが法秩序の基本原則ないしそれを⽀えている基本理念なのであり、外国判決が
それ自体として承認国たる⽇本の法秩序の基本原則と抵触するか否かを問題とするのではなく、その効⼒を内国に受容
することがその法秩序の基本を害するか否かを問題とするべき」と述べ、外国判決を承認した結果の異常性と内国牽連
性の 2 つがその公序に反するかどうかの判断基準になる。
しかし、「一般論として、代理出産に基づく親子関係を我が国でどう捉えているかを論じ、その判断と本件の外国裁
判の結論が異なることのみをもって公序違反とした」最⾼裁の判断⽅法に疑問を唱え、国際的な家族法分野においては、
公序の審査に際しても、子の福祉や子の最善の利益を十分にくみとらなければならず、そのためには、事案に応じた個
別処理の必要性は特に⾼い（⻑田 2007）。

そして、一⽅で⾼裁のように個別判断が妥当としながらも、本件では、子と依頼者の結びつきや意思などの事実関係は
外国判決を承認した結果の異常性を緩和するとまではいえず、⽇本法との牽連性を考えてもやはり公序に反すると結論付
けている。
確かに⻑田⽒の⾔うように、私自⾝も本件においては個別的な判断が妥当であると考える。しかし、以下に述べる⽇本
の⾝分法の秩序は、⾼裁判決 3.1.3（Ｃ）を個別的に判断した場合でも、外国判決に対しても維持すべきものと⾔えるの
だろうか。

３．３．２

身分法の秩序

最⾼裁は、実親子関係が⾝分法の中で非常に重要であることから、実親子関係は一律の基準により一律に決せられるべ
きだと述べた。そして、⺠法が実親子関係を認めていない者の間に実親子関係を認めることは、⽇本の法秩序の基本原則
ないし基本理念、つまり⾝分法秩序と相容れず公序違反になると判断した。では最⾼裁がこだわる⾝分法の秩序とはいっ
たい何なのか。
（Ａ）国⺠の考え
第一節でも触れたように、国⺠は他の生殖補助医療の中でも代理出産について肯定的な意⾒を持つものも多く、また、
その子供と受精卵を提供した夫婦の間に実親子関係を認めるべきという意⾒は半数を超えるというデータもある。
つまり、最⾼裁のいう⾝分法秩序は国⺠には完全に浸透しているとはいえない。

（Ｂ）現⾏⺠法と分娩者＝⺟ルール
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最⾼裁は、現⾏の⺠法は⺟子関係の成⽴について明確な規定はないが、判例法などから分娩者＝⺟ルールは絶対的
なものであるように述べる。これについては、⽔野紀子⽒は、
「⺠法とは、通常は⺠法の条⽂と判例法による⺠法条⽂の
解釈を意味するが、されに広義には実親子関係とはなにかという⺠法のほう原理・放棄半の総体の拘束をも意味する。
」
と述べ、最⾼裁の意⾒を肯定している（⽔野 2007）。
しかし、この分娩者＝⺟ルールの根拠には疑問がある。このルールは絶対的なものといえるのだろうか。最⾼裁が挙げ
る、分娩者＝⺟ルールの根拠としての⺠法７７２条12と昭和３７年判決13、及びこのルールの一貫性のなさについて考
察していく。
①

⺠法 772 条について

最⾼裁は、⺠法 772 条を、「⺟子関係は懐胎・出産という客観的な事実により当然に成⽴することを前提とした規定」
であるといい、また血縁上の親子関係を基礎におく⺠法がこの規定を定めたのは、出産という客観的かつ外形上明らかな
事実をもって⺟子関係を定めることが、子の地位の早期安定と子の福祉にかなうからだという。
しかし、⺠法 772 条は現在のような生殖補助医療の発達が想定されなかった時代にできたものであり、また、あくま
で⽗子関係の推定規定だと考えられる。あくまで推定規定だと考えれば、⺟子関係についても推定にとどまり、根拠とは
⾔えないのではないだろうか。そして、当時の状況から考えれば、分娩者＝⺟ルールは血縁者＝⺟ルールでもあるのであ
る。
②

昭和 37 年判決について

この判決は、「⺟と非嫡出子との間の⺟子関係についても、同様に、⺟子関係は出産という客観的な事実により当然に
成⽴する」ということを述べたもので、分娩者＝⺟ルールにおいて頻繁に引用されるものであるが、そもそもこの引用部
分は傍論であり、判例には含まれないにもかかわらず、判例のように扱われている事は疑問である。
そして、この判決は⺟子関係において血縁を重視したものであり、全ての場合において分娩者がすなわち⺟となること
を⾔ったものではない。このことは、判決要旨の「原則として」という⾔葉から、37 年判決が例外もあり得る事を⽰し
ていることからもわかる。
この判決に対し、樋口範雄⽒は、最⾼裁の分娩者＝⺟ルールが子の福祉にかなうという意⾒に対し、昭和 37 年判決は
⺟が子を訴えた事案であり子の福祉を重視して導いたものではないと指摘し、昭和 37 年判決から得られる本件への⽰唆
を、
ア． 昭和 37 年判決は何が何でも分娩の事実によって⺟を定めるという硬直的なルールを定めたものではない。ル
ール自体に例外を認める趣旨がはっきりと表れている。
イ． そう考える理由は、昭和 37 年字判決の血縁主義重視にある。本件はまさに例外を認めるべきケース。

12

⺠法第７７２条（摘出の推定）

①

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

②

婚姻の成⽴の⽇から２００⽇を経過した後⼜は婚姻の解消若しくは取消しの⽇から３００⽇以内に生まれた子は、婚

姻中に懐胎したものと推定する。
13

最判昭和３７年⽉２７⽇⺠集１６巻７号 1,247 頁。
被告（子）は、事情により真実の⽗⺟ではない夫婦の嫡出子の子であるという出生届けを出されていたが、⻑年（45
年）間、原告（真実の⺟）に養育されていた。ところが、原告が、⺟であることを否認するため、被告は原告を訴え親
子関係が確認されたが、それに対し原告が控訴した事案。
116

ウ． 昭和 37 年判決は、事案としては子の福祉を重視してルールを導いたものではなかった。
という 3 つの点であると述べている（樋口 2007）。
私はこの指摘は的確だと考える。アにもあるように、37 年判決からは硬直的なルールは導くことはできないし、まさ
に今回のケースはその例外にあたると考えられる。
③

分娩者＝⺟ルールの一貫性のなさ

最⾼裁は分娩者＝⺟ルールを絶対的なもののように述べたが、同じ最⾼裁は、2006 年に分娩者＝⺟ルールを採用しな
い 2 つの判決を下している（最判平成 18 年 7 ⽉ 7 ⽇家⽉ 59 巻 1 号 9 頁、最判平成 18 年 7 ⽉ 7 ⽇家⽉ 59 巻 1 号 98
頁）。
この判決は、どちらも親子関係不存在確認の訴訟であるが、最⾼裁は、親子関係不存在確認訴訟は原則として、実親子
関係の存否において関係者間で争いがある場合には対世的効⼒を持つ判決によって画一的確定を図り、⼾籍記載の正確性
を確保するものであるとしながらも、実親子同然として生活してき期間の⻑さ、不存在とされた場合の関係者の精神的苦
痛・経済的不利益、訴訟を起こすに至った経緯・動機・目的などを考慮し、親子関係不存在が確定することが著しく不当
な結果をもたらす時は、確認請求は権利濫用にあたる、と結論付けている。
つまり、最⾼裁はこの 2 つの事案に対し、個別具体的な判断をし、結果として、分娩者でない⺟を、法律上の⺟であ
ると認めたのである。
以上①〜③で⾒たように、根拠もあいまいで、かつ最⾼裁としても一貫性に欠けると⾔わざるを得ない「分娩者＝⺟ル
ール」は、現⾏⺠法における絶対的なルールといえるものではないと考えられる。

３．３．３

子の福祉と代理懐胎の是非

最⾼裁は子の福祉の重要性を⽰しながらも、代理懐胎で生まれた子の地位と代理懐胎の是非を混ぜて結論を下した。こ
こでは子の福祉についてみるとともに、子の地位と代理懐胎の是非を区別する余地はないのかについてみていく。

（Ａ）子の福祉とは何か
最⾼裁は、子の福祉に関して次の 2 つの意⾒を述べている。
①実親子関係は、子の福祉にも重大な影響を及ぼすものであり、その国における⾝分法秩序の根幹をなす基本原則ないし
基本理念に関わるものであるから、実親子関係を定める基準は一義的に明確なものでなければならず、かつ、実親子関係
の存否はその基準によって一律に決せられるべきものであり、それが子の福祉にかなう。
②「本件のような特別な事情は十分理解できるし、生まれてきた子の福祉は極めて重要であり、十分に考慮されなければ
ならない」「本件子らの福祉という点から考えれば、あるいは、本件子らと相⼿⽅らとの間の法的な実親子関係を認める
ことがその福祉にかなうということができる」
この２つの意⾒は⽭盾しているように感じられる。最⾼裁の⾔う「子の福祉」とは一体なんなのだろうか。①での子の
福祉とは、分娩者＝⺟ルールを守ること、すなわち最⾼裁の⾔う⾝分法秩序を守ることだと解釈できる。他⽅、②での子
の福祉とは、状況や関係者の意思等を考慮した上で、子どもが一番幸福に暮らせる状態にすることだと解釈できる。
最⾼裁は結論的に①を優先した。しかし、それは正しいといえるのだろうか。最⾼裁がいうように、確かに一義的な要
件によって、一律に⺟子関係を決定することは子の福祉にかなうといえるだろう。しかし、3.3.2 で⾒たように、最⾼裁
の⾔う分娩者＝⺟ルールは絶対的なものとは⾔えず、少なくとも今回の場合は②を優先すべきだったと思われる。
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（Ｂ）生まれた子の地位と代理懐胎の規制
①最高裁による⽴法
最⾼裁が、
（Ａ）の②のような考え⽅を持っているにもかかわらず、前者を優先した理由は、本件において実親子関係
を認めることが、「現段階においては、医学会においても、その実施の当否について議論があり、否定的な意⾒も多い代
理出産を結果的に追認することになる」ことを恐れた、ということだと⾔える。
そして、
「⽴法による速やかな対応が望まれる」と述べているということは、つまり、司法は現⾏法の解釈を用いて判
断するのが役割で、⽴法は⽴法府に任せるべきだという判断である。
確かに、司法の役割はその通りであろう。しかし、本件における最⾼裁の判断は、実は⽴法と同じ機能を持つのではな
いだろうか。第一節で⾒たように、⽇本において代理懐胎は規制される⽅向にある。その状況下において、具体的な子の
福祉を考慮せず、本件のような判断を下したというのは、政策的配慮であると⾒ることは十分可能である。この判決によ
って、分娩者＝⺟ルールはこれから制定されるであろう人口生殖によって生まれた子の⺟子関係に関する法律にかなりの
影響を与えるであろう。
樋口⽒は、最⾼裁の判断は裁判所が⽴法と同じ働きをしたという点で、司法積極主義であると述べ、⺟子関係について
の⽴法の必要性を排除したとも述べている（樋口 2007）。⽴法の必要性を排除したとまで⾔えるかどうかは分からない
が、今後の⽅向性に大きな影響⼒を持つことは間違いないだろう。
②２つの課題は混在すべきか
もう一つ問題となるのが、代理懐胎によってすでに生まれた子の地位と、代理出産そのものの是非という２つの課題を
一緒にして考えてよいのか、ということである。
これについては、⽔野⽒は、
「公序判断については、本件当事者への影響だけでなく、⽇本社会への影響を考えなくて
はなら」ず、最⾼裁同様、切り離して考えることはできないと述べ（⽔野 2007）14、石井⽒は、親子関係を認めるかど
うかという裁判においては生まれてくる子の福祉以外は検討すべきではなく、
「裁判所に求められていることは、個別の
事案において現⾏法の解釈によって親子関係が認められるかであり、法的効果以外の政策的判断をすべきではない。
」と
述べ、切り離して考えるべきだとする（石井 2007②）。そして樋口⽒は、相互に影響するが、やはり区別して考えるべ
きだと⾔う（樋口 2007）。
確かに、代理懐胎を認めるかどうかという問題と、代理懐胎によって生まれる子の法的地位は、相互に関連している。
しかし、代理懐胎を禁⽌する法律はまだ存在しないのであり、本件は代理懐胎によって「すでに」生まれた子の法的地位
をどうするかという事案である。このような事案では、代理懐胎の規制に与える影響よりも何よりもまず、子の福祉を優
先して考えるべきではないだろうか。大人たちがつくりあげる規制の中で、これから生きていくのは子どもたちなのであ
る。
代理懐胎によって生ずる諸問題に対し、代理懐胎を望む⼥性の真摯な希望や、社会一般の倫理感情を踏まえ、医療法制、
親子法制両⾯からの検討が必要であり、⽴法による速やかな対応が望まれる、という最⾼裁の意⾒は、やはり代理懐胎の

14

ただし、最⾼裁の公序範囲は広く取りすぎであると指摘し、⽇本⺠法と異なる親子関係が成⽴する余地はあると述べ、

今回は⺠法のうち、とりあえず代理懐胎によって出産した子の出生を登録する段階での分娩＝⺟ルール違反についてのみ、
公序に反するといえば足りた、としている。
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是非についての議論において述べられるべき意⾒だと思われる。

３．３．４

特別養子縁組

検討の最後に、最⾼裁が薦める特別養子縁組についてふれておきたい。
特別養子縁組15は①養親・養子の要件を満たしていること、②特別の事情（⽗⺟の看護が著しく困難⼜は不適当）が
あり、子の利益のための特別の必要性があることを家庭裁判所が判断し認められることを要件とし、養親となる者の請求
により家庭裁判所がこれを成⽴させるものである。
最⾼裁は補足意⾒において、
「特別養子縁組を成⽴させる余地は十分ある」と、あたかも養子縁組が成⽴する可能性が
非常に⾼く、またそれで全てが解決するかのような提⾔をしている。
しかし、本件における特別養子縁組は、「ことはそれほど単純ではない」ようである。本件の場合、特別養子縁組を成
⽴させるには、子ども達に⽇本国籍を取得させなければ成⽴する可能性が低いが、⽇本国籍を成⽴させるには、⼾籍の⺟
の欄に代理⺟の名前を書かなくてはならない。ところが名前を記載することは代理⺟契約に反する。
また、代理⺟の名前を書かない場合は国際養子縁組となるのでこちらもハードルが非常に⾼くなる。このような養子縁
組の困難さについては⼆宮周平⽒が述べている（⼆宮 2006）ほか、石井⽒は養子縁組は親の意思に委ねられており強制
できないことから、子どもに請求権が認められないという問題点もあると述べている（石井 2007）。
そして、最⾼裁は特別養子縁組を安易に薦めたが、養子縁組⼿続きを⾏う家裁に聞いた時、家裁の者はほぼ不可能に近
いとわかっていたようだと X2 さんは自⾝のブログでも述べている。16

第４節 結論
今回の論⽂では、渉外的代理出産における⺟子関係をどうすべきか、という問題について書いてきたが、これとは別に
代理出産を認めるか否か、という大きな問題は残る。
結論を述べる前に、私の基本的な⽴場を明らかにしておくと、私は一定の条件下なら是認する余地はあると考える。妊
娠・懐胎出産できない体の⼥性の苦悩は、おそらく量り知れない。どうしても自分達夫婦の子どもが欲しい、そう願う気
持ちは切実なものだろう。
その中で代理出産というのは、依頼者・代理⺟の心⾝、法律共に整備された上であれば認めてもよいのではないだろう
か。「⼥性を出産の道具に使っている」という反論も多く存在するが、代理⺟に名乗りをあげる⼥性はきっとそうは考え
ていないだろう。また、妊娠・出産を通して⺟性が育まれる、とも⾔われるが、代理出産を望む⼥性はむしろ、子どもが
欲しいと願う気持ちは非常に強く、愛情をもって養育できるのではないだろうか。
私はこのような⽴場であり、第三節で検討した通り、最⾼裁の結論に反対である。本件のような事案では、
「子の福祉」
を最優先に考えながら個別具体的な判断をすべきであったと考える。
最⾼裁の補足意⾒②でもあったように、本件の具体的事実を⾒れば、本件子らは X1X2 と血縁関係を有し、夫婦の遺
伝子を受け継ぐ子を得るためには代理出産以外の⽅法がなく、また代理出産契約自体にも不当な要素が⾒当たらず、内容
も代理⺟の尊厳を侵害する要素がなく、利害関係者の意思も X1X2 が本件子らを養育することで一致している。

15

要件①については⺠法 817 条の３〜６、要件②については⺠法 817 条の７参照。

16

向井亜紀ブログ http://www.mukaiaki.com/akiblog/?id=1176393318
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第三節で⾒たように、裁判所がこだわる分娩者＝⺟ルールは絶対的なものとはいえず、また実質は血縁者＝⺟ルールと
も⾔える。また、このルールは最⾼裁の判決として一貫性がないだけでなく、国⺠に浸透しているとも⾔えない。そして、
子の福祉、すなわちどのような状態で養育されるのが子の幸福といえるのかを考えた場合、ネバダ判決の何が⽇本の「基
本原則・基本理念」と相容れず、公序違反になるのだろうか。
裁判所のすべきことは、現⾏法解釈に基づき判断することはもちろんだろう。しかし、代理出産ですでに生まれた子の
法的地位については、未だ法律はない。この時裁判所がすべきことは、不安定な状況下におかれた子どもが、最も良い状
態で成⻑していける環境の根本を作ることではないだろうか。
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