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ゲノム ELSI 国際シンポジウム報告（2013 年 2 月 5 日） 

Genome ELSI Osaka 2013: International Symposium on the Ethical, Legal and Social 

Implications of Human Genome Research 

 

2013 年 2 月 5 日（火）午後、大阪大学中之島センター佐治敬三メモリアルホールにて、

Genome ELSI Osaka 2013 と題した国際シンポジウムを開催しました。まず、開会に

あたり、主催者を代表して加藤教授が挨拶しました。次世代シーケンサーなどの技術発

展に伴い、ヒトゲノムをめぐるさまざまな倫理的・法的・社会的な影響（ELSI）が変

化してきており、特にインフォームド・コンセント、同意の撤回、遺伝情報の保護、デ

ータベースを通じたデータ共有やバイオバンクの設立、研究結果の返却といった課題が

挙げられます。こうした背景を踏まえ、本シンポジウムでは、アジア各国および欧米か

らの参加者間で重要な課題を共有して可能な取り組みを議論するとともに、参加者どう

しの交流も促進することを目的としています。 

 

 

 

続いて、4 名のゲストから基調講演をいただきました。米国ワシントン大学の Holly K. 

Tabor 助教は “Emerging opportunities and challenges in exome and whole genome 

sequencing: an integrated ethics perspective” と題して、「融和された倫理（integrated 

ethics）」に基づく研究参加者自身による結果の管理が重要であるとの発表をされました。

これまでの遺伝研究から臨床応用へという一方向的な流れに対し、次世代シーケンサー

の登場は両者の関係を双方向的にし、さらにそれを融和させるために ELSI が必要とさ

れるようになってきました。つまり、ELSI 研究者は哲学者やコメンテーターとしてで

はなく、研究や社会に有益となるように積極的な関与が求められているのです。ミラー

症候群の患者家族へのインタビューを通じて、全ゲノム解析によるインフォームド・コ

ンセントや結果の返却のあり方について学んだことは、彼らが何を知りたくて、何を知
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りたくないかを考える必要があるということです。これまでの遺伝子検査は、検査者が

被検者にどのような情報を与えるべきかを理解し、決まった方法でそれを与えていまし

た。また、その結果が得られるまで数週間ほどかかっていました。これに対する新しい

やり方では、被検者が自身のゲノムを資源ととらえ、それについての基本的な知識や扱

い方を学び、自身に必要な情報をただちに得ることができます。こうした新しいやり方

によるゲノム解析の結果の返却のため、Tabor 助教らは My46 と呼ばれるオンラインツ

ールを開発したそうです。これまでに 150 名以上の参加者を得て、1 年以上にわたる成

果を現在取りまとめているところということでした。 

 

 

 

オランダ・ラドポウド大学ナイメーヘンの Hub Zwart 教授からは、“ELSA research in 

Europe: lessons learned and future prospects”と題し、欧州における ELSI の歴史や哲

学的意義を振り返りながら、ELSI の将来に向けたあり方について講演がありました。

ELSI はヒトゲノム計画を契機として米国で 1990 年に研究プログラムとして開始され、

その後カナダや欧州など世界各地で同様のプログラムが立ち上がりました。欧州では、

成果物の implicationsよりも幅広く活動プロセスの aspectsを捉えるためELSA (Ethical, 

legal and social aspects) と呼ばれることが一般的です。古くはカントが大学における

医学・神学・法学の各学部にある対立を直視したことに遡り、アシロマ会議（1975）

やトゥールミンの論文「いかに医学は倫理の生命を救ったか」（1982）、そして生命倫

理の職業化が ELSA の前史となっています。オランダでは 2001 年のゲノム研究プログ

ラムの立ち上げに引き続き、2002 年に「社会とゲノミクス・センター」が設立されま

した。同センターは実験的に大学間協働のオープンネットワーク化を展開しながら、生

命科学研究に近い現場で学際的に幅広い利害関係者との協働を進めています。欧州では

最近、研究による負の側面に関心を寄せがちな「ELSA」ではなく「責任ある研究とイ

ノベーション（RRI）」という言葉を用いることで、研究による正の側面にも同様に着

https://www.my46.org/
http://www.society-lifesciences.nl/en/home.html
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目し、産業などとも連携したイノベーションのあり方をデザインすることに活動が推移

しつつあります。そこでは個別化医療やバイオ産業、生命の再デザインなどの新しいテ

ーマを抱えていますが、社会との対話の質を向上させ、ELSA や生命倫理をより国際化

することが課題といえます。 

 

 

 

シンガポールの国立がんセンターの Kon Oi Lian 教授からは、“Human genome science: 

views from a small island”というタイトルによって、現場からの視点でインフォーム

ド・コンセント（IC）の実践、ゲノムによるプライバシーや倫理審査の質に関する問題

提起がなされました。IC については、研究参加者は研究を理解している必要がありま

す。IC の質は先進国も途上国も大きな違いはないものの、途上国の参加者は研究参加

への圧力を感じることが多く、参加を拒否・撤退すると言い出しにくいことが明らかに

なっています。一般的なリテラシーや IC プロセスにかける時間、情報提供の質やフォ

ーマットなどによって参加者の理解が大きく変わることも多くの研究によって示唆さ

れており、目的に合わせた同意文書や理解度を評価するツールの必要、プライバシーの

質的な保証や国際協調、信頼の構築が課題として挙げられました。遺伝子解析の技術の

進展に伴い、稀少疾患ばかりではなく通常疾患も対象とした集団調査ができるようにな

り、より多くの研究参加者が求められるようになっています。データ共有のために匿名

化や再識別化を図る取り組みが各プロジェクトでなされていますが、75 個ほどの SNP

があれば個人を同定できる状況で、匿名性はもはや維持できないしその必要もなくなる

という指摘もあります。プライバシーの問題への解決策としては、過剰反応を避け、研

究者と研究参加者との関係性を改革することなどが挙げられるでしょう。倫理審査につ

いてはますます重要になってきており、倫理審査委員会では研究参加者を保護するとと

もに研究を促進することが求められます。科学者の研究不正が多く、その半数はヒトに

関する研究で行われていますが、その要因として倫理審査委員会に対する不満もあるこ
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とから、委員会のあり方の改善も課題となっています。 

 

 

 

オーストラリア・タスマニア大学の Donald Chalmers 教授からは“Biobanking – 

Australian developments”というテーマでの講演をいただきました。同志社大学の位田

隆一教授にご登壇いただく予定でしたが、残念ながら体調不良のためにご欠席されたた

め、オーストラリアにおけるバイオバンクのご紹介を Chalmers 教授に急遽お願いする

ことになりました。バイオバンクは生命医学研究を医療に役立てるために欠かせない道

具になりつつあります。オーストラリアのバイオバンクには Western Australian 

Genome Health Project のほか、乳がんや膵臓がんや卵巣がんの組織バンクがあり、診

療や治療を主な目的としてヒト組織の収集を行っています。バイオバンクには将来のた

めの同意や、OECD のガバナンス、商業化や利益の共有などの課題があります。また、

バイオバンクに要する資金はどこも驚くほど高いことも問題です。オーストラリアでは

国立健康医学研究カウンシル（NHMRC）が 6 つのバイオバンクを統括していますが、

助成資金を中止することを決定しました。一方、産業・革新・科学・研究・高等教育省

（DIISRTE）では、健康に関する情報のデータベースを連携させる取り組みを進めてい

ます。タスマニアでは、メンジーズ研究所（MRIT）に多くの研究プロジェクトがあり、

前立腺がんについては事実上のバイオバンクとして機能していました。2008 年に立ち

上げられたタスマニア・バイオバンク（TB）の計画は倫理審査も通過し、オンライン・

サーベイや熟議的民主主義のイベントによって地域住民も巻き込んで実現を目指して

います。 

 

http://www.nhmrc.gov.au/
http://www.innovation.gov.au/
http://www.innovation.gov.au/
http://www.menzies.utas.edu.au/
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基調講演の後、中国・インドネシア・韓国・シンガポール・台湾の来賓および日本の主

催者より、各国のゲノム研究および ELSI に関する課題についての報告（カントリーレ

ポート）を受けました。まず、中国・復旦大学応用倫理センターの Wei Zhu 准教授よ

り、中国では機関ごとの倫理審査委員会が 1990 年代より設立され、民族や地域の特性

に合わせて IC の運用をしているとの報告がありました。また、ゲノム研究をめぐる社

会的課題として、商業化、研究者や倫理審査委員会の能力向上、市民との協働と信頼、

そして情報の悪用が挙げられました。インドネシア・パディジャラン大学医学部法医学

教室の Yoni Syukriani 研究員からは、インドネシアにおける倫理審査委員会の仕組みは

米国標準と同様なものであるが、便益とリスク、マイクロ倫理と長期的活動とのバラン

スを取ることが難しいと報告されました。インドネシアでは H5N1 鳥インフルエンザを

契機に物質移転協定（MTA）が厳しくなっており、研究資金が限られるなかで国際共同

研究を進めることにも障壁がある現状が紹介されました。韓国・延世大学 ELSI 研究セ

ンターの Il Hak Lee プロジェクトマネージャーより、韓国では多様な法規制が導入され

ゲノム研究者にとって問題があるという指摘がなされました。国家的な大規模バイオバ

ンクプロジェクトも進められていますが、小児患者からの試料収集のあり方が課題にな

っていることに加え、バイオバンクヘのアクセスが公平でないとして一部の研究者から

疑念と不信の目が向けられています。シンガポール国立大学医学部の Calvin Ho 准教授

は、シンガポールには生命倫理諮問委員会（BAC）があり、規制でなく一般的なフレー

ムワークを機関審査委員会（IRB）に提示していると説明されました。しかしプライバ

シーを保護する一般的な法律がなく、差別禁止法制もないため、相互の信頼関係に依存

していることが大きな課題となっています。国立台湾大学医学部社会医学教室の Fu 

Chang Tsai 准教授は、台湾ではヒトバイオバンク管理法（HBMA）に基づいてバイオバ

ンク機関審査委員会が設けられており、非常に詳細な IC プロセスが求められるといい

ます。また、既存試料の再同意については大変時間と手間がかかるという問題があり、
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広範同意や便益の共有のあり方がこれからの課題として残されました。最後に加藤教授

より、日本ではヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針の改定では倫理審査委員

会の役割がより大きくなっていることを説明し、バイオバンクでは健常者の参加を広く

集めることや結果の返却に課題があること、EHR（電子健康記録）とゲノムデータベー

スとの関係を整理する必要が指摘されました。 

 

引き続き、各国のカントリーレポート報告者にインドネシア大学の Agus Purwadianto

教授を加えたパネルディスカッションが行われました。冒頭からフロアに開いた討論形

式としたところ、Tabor 助教より「アジア各国ではバイオバンクや MTA など特定の法

規制がいろいろあるが、政策や科学の変化に合わせてこうした法規制はダイナミックに

変化すると思うか」という問いかけがありました。これに対し、韓国では 4-5 年おきに

見直しを進めているが変化は遅いこと、インドネシアでは法律やガイドラインでの規制

には困難が伴うこと、中国やシンガポール、台湾では国民からの意見を集める必要があ

ることなどの返答がありました。Chalmers 教授による機関間共同研究における IRB の

あり方に問題があるかという質問に対しては、ほとんどの国では問題があるものの、解

決に向けた努力をしているという答えでした。Zwart 教授のアジア圏でのバイオバンク

は可能かという問いについては、アジアは非常に多様であり難しいのではないかという

発言もありました。Kon 教授は健康な研究参加者を募る際に対価を支払っているかとい

う点を質問され、台湾ではそれも含めて IRB で議論されているという話がなされまし

た。そのほか、IRB 委員に対する教育や評価のプログラムがあるかどうか、インドネシ

アや中国のように多様なコミュニティがある場合での IRB の運用、台湾や韓国、中国

で進む遺伝子検査の商業化の現状、伝統的な家系研究とバイオバンクのコホート研究と

の協働のあり方、研究参加者から同意を得る具体的な方法など、フロアとの活発な応答

がなされました。 
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閉会にあたり、文部省科学研究費新学術領域「ゲノム支援」代表の小原雄治・国立遺伝

学研究所所長より挨拶がありました。日本におけるゲノム研究は 20 年以上の歴史を持

つが、当初は ELSI 研究が促進されていなかったものの、2000 年より加藤教授を迎え

研究体制を充実させてきました。次世代シーケンサーの進展によりゲノム研究や ELSI

を取り巻く状況が大きく変化しているなか、60 名を超える多様な方々にご参加いただ

いた今回のシンポジウムは非常に時宜を得たイベントであり、IC やデータ共有といっ

た日本でも大きな課題に対して国際的な協働を進めていきたいという展望が示されま

した。 

 

 
 

最後になりましたが、本シンポジウムの開催にあたり、ご来場の皆様ならびにユースト

リーム配信をライブ視聴してくださった皆様、アジア・欧米各国のゲストの方々、ご後

援いただいた日本人類学会、国立遺伝学研究所、大阪大学をはじめとする関係者の皆様

にご支援やご協力をいただきましたことを主催者一同より厚くお礼申し上げます。 

 

（文責：吉澤 剛） 

 

※ なお、ユーストリーム配信を視聴ご希望の方にはパスワードをお送りしますので、

お名前とご連絡先を biosoc@eth.med.osaka-u.ac.jp までお知らせください。 

 

  

mailto:biosoc@eth.med.osaka-u.ac.jp
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ELSI 2.0 ワークショップ報告（2013 年 2 月 6 日） 

ELSI 2.0: Workshop for the Future Collaboration on the Ethical, Legal and Social 

Implications (ELSI) of Human Genomics 

 

ゲノム ELSI 国際シンポジウムの翌日にあたる 2013 年 2 月 6 日（水）、大阪大学中之島

センター「サロン・ド・ラミカル」にて、ELSI 2.0 ワークショップをセミクローズドで

開催しました。前日に登壇・参加された海外ゲストや一般の方々を含む 32 名が参加し

ました。 

 

はじめに、Donald Chalmers 教授より開会挨拶とイントロダクションをかねて本ワーク

ショップの趣旨説明がありました。前日のシンポジウムでも多く発言がありましたが、

生命倫理についても多様な考え方があり、それを共有し互いに尊重することが重要です。

科学は進歩しますが、生命倫理はただその後追いをするだけでよいのでしょうか？一緒

に歩むこともありえますし、先導することもありえるでしょう。その違いを尊重しなけ

ればなりません。ELSI 2.0 のイニシアティブはコンピューターの世界のようにネットワ

ークを重視したものです。国際がんゲノムコンソーシアム（ICGC）のように、データ

を共有し、各国が各領域において責任を取ることが求められます。科学や医療健康の世

界は国際化しましたが、ELSI は地域的なものにとどまっています。ELSI 2.0 は効率的

で効果的、経済的にゲノム ELSI 研究についての国際協調を進める仮想的な作業場を提

供します。しかし課題としては、資金援助やインフラや協働体制の構築、技術やスキル、

言語、時間、信頼などがあります。最後に、「早く行こうとすれば一人で動け、遠くへ

行こうとすれば一緒に動け」という言い伝えで締め括りたいと思います。 

 

 

 

続いて、グループ参加者の移動と各スロットでの議題が規定された修正版ワールド・カ

http://www.p3g.org/elsi-20
http://www.icgc.org/
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フェスタイルを行いました。4 グループに分かれ、それぞれ Chalmers 教授、Tabor 助

教、Zwart 教授、加藤教授が座長を務め、スロットの最後に各グループの議論をまとめ

て発表してもらい、全体で共有しました。最初のスロットは「インフォームド・コンセ

ント（IC）」です。議論の結果、IC はますます法律的、行政的、手続的になっている反

面、既存試料の再同意やバイオバンクの実態に照らせば、一回限りの同意ではなくダイ

ナミックでコミュニケーションを深めた IC が求められていること、そのために IC の質

保証の必要性が全体で共有されました。また、アジアの文脈で見ると、本人ではなく親

族やコミュニティの長など関係者の同意も重要になりうることが特徴といえます。いず

れにせよ研究者と研究参加者との信頼関係は必要になります。IC は《西洋的な》概念

や実践であるものの、アジアでは国や地域ごとの文脈に合わせた多様な実践があります。

とはいえ、国際的な最小標準のようなものを構築してある程度の不偏的な形式性を求め

ることも必要になるかもしれません。そのために電子的な方法で各国・各地域の IC の

実践や研究を国際的に共有することも意味のあることでしょう。こうした国際的、電子

的な展開に ELSI 2.0 が貢献できるかもしれません。その一方で、必ずしも正式な法規

制によらない非公式的なメカニズムも引き続き欠かせない取り組みといえます。 

 

 

 

2 番目のスロットは「データ・試料共有」を扱いました。各グループに共通して議論さ

れたことは、試料共有はデータ共有よりも難しい課題であることでした。そのため、議

論が全般的にデータ共有に偏ったかもしれません。他の課題としては、研究から得る便

益をどう扱うかということや、共有の際にはそれにつながる研究者全体の鎖によって信

頼度が決まるということがあります。特にデータ共有について、識別可能性がますます

容易になるという問題や、国や地域の歴史的・政治的視点を見たり、そもそもどのよう

なデータをどのように収集するのかについての知見を共有したりする必要があること

が挙げられました。他方、研究に参加する個人がどのようなことをおそれているのかと
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いったリスクについて丁寧に把握することも求められるという意見が出されました。こ

れを広く見ると、文化という視点に行き着きます。研究者文化という点では、研究者が

試料やデータを共有したがらないのは、その貢献に対する見返りがないこともあります。

国民文化という点では、遺伝情報に対して一般の人びとが敏感であることについて、他

のデータ共有と遺伝データ共有との違いを見てみる必要があるでしょう。さらに、遺伝

的差別の問題も大きく横たわっています。将来の可能性としては、一般的にアジアでは

家族のつながりが強いことから大規模な家系研究を行いやすいのではないかという展

望も語られました。 

 

 

 

最後に 3 番目のスロットとして「結果の返却」をグループで議論しました。研究結果の

返却については、プロジェクト設計が終了した後、あるいはプロジェクトそのものが終

わった後で検討されることが多いですが、本来であればプロジェクト設計の前や最中に

行うべきではないかという意見がありました。また、返却には、研究参加者に結果を返

却、学術雑誌等の文書として公刊、そして将来の研究のために結果を保持しておく、と

いう 3 つの仕方が考えられるとのコメントもありました。「確率論的な」結果の返却、

国のガイドラインへの注視などの課題のほか、そもそも「結果の返却」というのは研究

者の見方による用語であって、「アクセスする権利」が参加者の見方ではないかという

議論も見られました。結果の返却には資源的な観点からの考慮も求められ、データや研

究の種類によって異なります。偶発的所見（Incidental Findings）については、柔軟に

審査する体制、再識別に要する時間的手間、参加者は何を知りたいのかを考える必要性、

といった課題も挙げられました。そのほか、商業化の問題や、結果の返却にかかる個人

的な関心と家族的な関心とのかかわり、結果について国民とどのようにコミュニケーシ

ョンをするかについても倫理審査が必要ではないか、といった意見が出されました。 
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最後はこれらの議論内容を総括的にまとめたものを全員で共有し、今回の成果を今後の

活動につなげるべく引き続き参加者間の協力・連携を深めていくことを確認して終了し

ました。シンポジウム・ワークショップとこの２日間のイベントは、アジア各国のヒト

ゲノム研究・医療に関する ELSI 研究者・実務者が一堂に会し、欧米や日本の専門家も

巻き込んでアジア的な課題と普遍的な課題を話し合う、おそらくはじめての機会でした。

具体的な議論の内容ももちろんですが、研究者や実務者間の多くのつながりが生まれ、

今後の多様な可能性を見出したことは大きな意義がありました。参加者・関係者の皆様

には改めてお礼を申し上げます。 

 

（文責：吉澤 剛） 


