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少子高齢化をめぐる国家と私的領域（水野プロジェクト2）

Ⅰ. はじめに

筆者は、2008年度から5年間、水野紀子教授をプロジェクト責任者とするプロジェクト「少子高齢化を
めぐる国家と私的領域」のメンバーとして研究活動を行ってきた。プロジェクトの取り組んだ研究内容は極
めて多岐にわたり、容易に全体をまとめることはできないが、本報告は、このプロジェクトにおける研究活
動の総括を兼ねて、「利他的医療」に関する諸問題を素材として少子高齢化社会における法律問題の解決の
糸口を探るものである。

Ⅱ. 医療に関する一般的法規範

まず、医療に関する法規範の一般的な内容につき整理しておく。医療に関する法規範として第1に挙げら
れるのは、憲法上の規範である。具体的に医療において問題となるものとして、生存権、生命権、自己決定
権・プライバシー権等の幸福追求権、平等原則・比例原則等の憲法原則などが挙げられる。これらはいずれ
も重要な人権ないし法原則であるが、内容の抽象性が高く、個別の事案の解決にどの程度寄与するかが判然
としないものも多い。
これに対して、民刑事法の規範としては、「治療行為の正当化要件」に関する刑法上の議論や医療過誤責
任の要件論（過失・違法性・因果関係など）が挙げられ、後者の一環として、インフォームド・コンセント
や説明義務に関する諸問題が論じられる。これらの民刑事法の諸規範は、憲法規範に比して具体的であり、
個別事案の解決を可能にする規範形成に重点が置かれていたと見うる。
少し詳細に説明しよう。まず、「治療行為の正当化要件」論は、主として刑事法理論に基づく議論である。
治療目的であっても手術・投薬等の医療処置は傷害罪の構成要件に該当するため、それらの医療処置を合法
的に行いうる（違法性を阻却する）ための要件が論じられてきた。具体的には、①患者の同意、②医学的適
応性・医術的正当性の2つが挙げられるのが通常であるが 1、後者は一括して「医学的正当性」と表現する
こともできる 2。①の「患者の同意」は、伝統的な考え方によれば必ずしも患者により明示される必要はなく、
治療法を提示されて異議を述べなかった場合にも「黙示の同意」として同意ありとされる。また、本人が不
在の場合や一切説明を聞いていない場合でも、「本人が現実に同意するか否かを問われたならば同意したで
あろう」と考えられる場合には、「推定的同意」として現実の同意があったのと同じ効果が認められる。ま
た②の「医学的正当性」は、かつては「医学準則（lege artis）」に即しているか否かを意味するとされたが、
現在では、より広く、「その医療行為を客観的に正当とみなしうるかどうか」を判断するものとされる。通
常の医療行為の場合には、患者の優越的利益（医療行為の危険性よりも患者本人の享受する利益が優越する
こと）があれば認められるとされている。これに対して、子どもの医療においては子ども本人は法的に有効
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な同意行うことができないため、医学的正当性の要件が極めて重要であり、この点が厳格に判断される傾向
にある。具体的にはアメリカ法にならい、子の「最善の利益（best interest）」がその内容となるとされるこ
とが多い。
以上のような伝統的な議論とは別の形でわが国に入ったのが、インフォームド・コンセント法理である。
インフォームド・コンセント法理は1970年代にアメリカで確立した判例法理であり、同時期における公民
権運動の高まりを背景に完成された生命倫理学（bioethics）の提唱する、通常の医療における患者の同意や
医学研究における被験者の同意を不可欠とする「自律尊重原則」の一環として、この法理も理解されるよ
うになった 3。インフォームド・コンセント論においては、十分な説明が同意の前提として極めて重視され、
説明なくして有効な同意がなされることはない。また、同意は現実に存在する必要があり、書面の形での明
示が要求されるとの理解が多い。これらはいずれも、伝統理論における「患者の同意」とは大きく異なると
言える。
インフォームド・コンセント論は医療に関する法規範に絶大な影響力を及ぼし、現在では医療関係者の中
でこの言葉を知らない者はいないであろう。その反面、インフォームド・コンセントは過度に重視される傾
向が否めず、インフォームド・コンセントさえあれば医療行為がすべて正当化されるとの見解すら出現して
いるのが現状である 4。

Ⅲ. 「利他的医療」の諸問題

1.	「利他的医療」の意義

以上を前提に、本稿の主たる検討対象である「利他的医療」の現状と課題に論を進める。まず、そもそも「利
他的医療」とは筆者独自の用語法であるが、第一義的には「第三者に利益を与えることを目的としてなされ
る医療」を指すものとする。ただし、主目的は当事者の利益であっても、結果として第三者の利益をもたら
す場合を含むものとする。具体例としては、臓器移植、生殖補助医療、医学研究の意義を有する医療（治験・
臨床試験など）が挙げられ、臓器移植においてはレシピエントが、生殖補助医療においては出生子および配
偶子の被提供者（第三者による配偶子提供の場合）が、医学研究においては社会一般ないし潜在的患者集団
が、それぞれ利益を受ける第三者であることになる。これらのうち、今回は脳死臓器移植と生殖補助医療を
例にとり、これらの医療に関する法規範の内容を概観する。

2.	臓器移植の法規範

臓器移植は、死体臓器移植と生体臓器移植に大別され、脳死臓器移植を含む死体臓器移植に関するルール
は、臓器移植法に定められている。同法6条1項は、臓器摘出の要件として、①死亡した者が生存中に当該
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または遺族がないとき、②死亡した者が生存中に当該臓器を移植
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、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき、の2つを掲げてお
り、このいずれかが満たされればよいとする。もっとも、実際にはこれだけで移植実施の可否が判断されて
いるわけではなく、移植の客観的・医学的な適否があわせて判断されている。その内容としては、（i）そも
そもドナー候補者の臓器が移植に適しているか否か、（ii）どのレシピエントに臓器を移植すべきか、など
があり、（ii）のレシピエント選択については厚生労働省の通知において詳細な基準が定められている。
生体臓器移植に関しては、法律の形での規制がほとんど存在せず、規制が極めて緩やかである。これは、
わが国では1968年のいわゆる和田心臓移植が脳死判定の的確性や移植の必要性等につき重大な問題をはら
むものであったことなどから、脳死臓器移植に対しては否定的な意見が極めて強かったのに対し、生体臓器
移植に関しては、1989年のわが国初の生体肝移植以来、好意的な論調が多かったことに加え、臓器移植の
法規制が検討された際、ドナー・レシピエント双方が移植に同意していれば、社会がそれを禁圧すべきでな
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いとの見解が有力であったことが主な理由である。その結果、臓器移植法には生体臓器移植に関する規定が
なく 5、厚生労働省のガイドラインにいくつかの抽象的規定が置かれるに留まっている。生体臓器移植の実
施要件・実施方法に関するルールは医療機関ごとに定められるのが実情であるが、そのうち実質的に重要で
あるのは親等制限の定めである。生体臓器移植に関しては、臓器摘出の同意の任意性を担保し臓器売買を防
止するため、近親者間でなければ生体移植を実施できないものとされるのが一般的であるが、どの程度の近
親者であれば移植を実施するかについては、医療機関内部の決定に全面的に委ねられているのである。
なお、2009年に臓器移植法が改正され、親族優先提供の規定が盛り込まれた。これ以降、臓器提供者が

意思表示カードに「親族優先」と記載していた場合には、親族に臓器移植の適応のある患者がいる限りで、
当該親族が優先的に移植を受けることができる（特定個人の指定は認められていない）。しかし、この改正
の際に、レシピエント選択基準を一般的にどのように運用するかについては議論されず、他の待機患者より
も親族を優先することが「医学的正当性」を有するか否かも明らかでないまま、親族優先提供の場面につい
てのみレシピエント選択の方法を法律が定めるという、いびつな規制がなされた。この問題の背景には、提
供者が臓器配分決定につきいかなる権利を有するか、優先提供を受ける親族の「権利」はいかなる内容か、
なども問題となり、これらを踏まえた上でどのようなレシピエント選択基準を採用すべきか、「医学的正当性」
の観点から一般的な整理を行うことが必要であろう。

3.	生殖補助医療の法規範

生殖補助医療は、用いる技術等により種々のものに分類される。夫婦の配偶子を用いてなされるものとし
ては、AIH（夫婦間人工授精）、IVF-ET（体外受精・胚移植）などがあり、第三者から配偶子提供を受けて
なされるものとしては、AID（第三者提供精子による人工授精）、第三者提供精子による IVF-ETなど、第
三者提供卵子による IVF-ETなどが挙げられる。さらに、第三者による胚提供や代理懐胎なども、生殖補助
医療に含まれる。これらの生殖補助医療に関しては、現在のところ、国の法令等による規制は全く存在しない。
国レベルの規制が存在しないのは、これらの医療が規制を要しないと考えられているためではない。むし
ろ、そもそも生殖補助医療を規制すべきか否か、またそれによって生まれた子どもの法的な親子関係をどの
ように定めるべきかについては、医療関係者・法律家のみならず一般社会をも巻き込んで激しい議論がなさ
れてきた。具体的には、リプロダクティブ・ライツが憲法13条の幸福追求権に含まれるとの立場などから
法規制に慎重な見解がある一方で、代理懐胎を中心に反倫理性や出生子の不利益を理由に法規制を積極的に
行うべきであるとの見解が存在するのである。
このような状況を受けて、2003年に、厚生労働省の厚生科学審議会生殖補助医療部会は、生殖補助医療

を規制する新規立法を行うよう提言する報告書 6を公表した。そこでは、代理懐胎は全面禁止、第三者提供
卵子による体外受精や第三者による胚提供には厳格な要件を課すべきものとしたが、未だこの報告書に沿っ
た法案化はなされていない。その後、アメリカで代理懐胎により出生した子を自らの嫡出子として届け出た
タレントの事例が世間の耳目を集めたことなどを契機として、日本学術会議の「生殖補助医療の在り方検討
委員会」が代理懐胎の問題を中心とする検討を行い、2008年に報告書 7を公表した。そこでは、代理懐胎は
原則禁止とし、営利目的の場合は処罰すべきものとする一方、臨床試験としての実施は容認するとした。し
かし、この報告書の内容に沿った立法の動きも表面化していない。

4.	示唆される問題点

以上、臓器移植と生殖補助医療に関する法規範の内容をごく簡単に整理した。上記の整理から示唆される、
これらの医療に関するルールの問題点として、次の2点を指摘することができる。
第1に、いずれの医療類型においても、当事者たる提供者・患者の同意のみならず、客観的な正当化要件

の有無があわせて判断されている。確かに、生体臓器移植では「当事者が同意していれば認めて良い」とい
う主張がなされ、生殖補助医療においても同種の主張は存在するが、生体臓器移植でも親等制限や臓器売買
禁止のルールは存在し、生殖補助医療でも有償ないし営利目的の代理懐胎を禁止すべきことには異論は見ら
れない。このように、現実には、これらの医療の実施に何らかの客観的要件を課し、それが充足される場合
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にのみ実施が正当化できるとの判断枠組みが採用されている。もっとも、このような客観的要件の内容は曖
昧ないし断片的であり、説得的な一般的基準は提示しにくいことも指摘できる。脳死臓器移植のレシピエン
ト選択基準は、その好例であると言うことができよう。
第2に、現に存在しない出生子の利益をどのように図るかが問題となる。通常の子どもや認知症高齢者な
どと同様、自ら十分な判断を行い意思を表示することができない法主体の利益保護の問題として整理できる
部分もあるが、さらに、「将来の出生子」であることの困難性も存在する可能性がある。すなわち、現に存
在しない法主体に関しては、代理等の既存の法技術による利益保護ができないことに加え、将来どのような
法主体がどのような環境の下で出現するかを予測することはしばしば困難であり、その利益を的確に評価す
ることも難しい場合がありえよう。そのような将来の法主体の利益をどのように保護するかが生殖補助医療
に関する議論を複雑にしている側面は否定できまい。

Ⅳ. 医療に関する法原理の再構築

1.	問題点の整理

以上の分析を踏まえて、医療に関する法規範のあり方につき検討を行う。まず、医療に関する従来の議論
と対比させる形で、上記のような「利他的医療」の特徴を挙げておくこととしよう。従来の（主として民刑
事法領域における）議論は、次のような前提を有していたと考えられる。すなわち、①医療は患者の利益の
みを追求する営みであり、②「医学的正当性」のような客観的正当化要件は患者自身の利益保障を意味して
はいるが、③患者の現実的同意は極めて重視されるべきものである、との前提である。ところが、「利他的
医療」の場面においては、上の分析から浮き彫りになったように、①′複数の主体（患者、提供者、出生子
など）の利益が同時に追求され、②′客観的正当化要件は患者から見れば他者の利益保障である場合があり、
③′現存する患者・提供者のみの同意では問題を克服できない場面が指摘されていた。このように、筆者が「利
他的医療」として掲げた医療類型は、従来の議論において想定されていた「医療像」とは異なる実態を有す
ることが明らかである。
そうすると、このような場面で従来の前提から導かれる枠組みをそのまま維持することは適切でなく、「利
他的医療」の法規範を考えるにあたっては、少なくとも「他者の利益」の考慮を組み込む判断枠組みが必要
となろう。ところが、このような「他者の利益」の考慮にあたっては、種々の問題が存在することが指摘で
きる。簡単に思いつくものだけでも、（i）「他者の利益」とは具体的にいかなるものであるか、（ii）「他者の
利益」は果たして、またどの程度、保護すべきか、（iii）「患者本人の利益」と「他者の利益」が衝突する場
合に、両者をどのように調整すべきか、（iv）「他者」が現存せずその意思が不明な場合はどうするか、など
の問題が存在することに気づく。これらの問題をどのように取り扱うべきかは、具体例の分析を通じて考察
する以外にない。本報告では、2つの問題例を存在として取り上げ、この点を検討することにする。

2.	問題例1――骨髄移植における同意

まず、臓器移植に近い法律関係ともいいうる、骨髄移植の事例を挙げる。一般的に、患者の同意やインフ
ォームド・コンセントは、一旦表明した後であってもいつでも撤回できるものとされている。しかし、骨髄
移植推進財団（骨髄バンク）を通じた第三者ドナーからの骨髄移植においては、ドナーから骨髄採取のため
の入院直前の段階で「最終同意」を行う旨の書面提出がなされ、これ以降の同意撤回はできないものとされ
ている。このような仕組みになっているのは、次のような事情による。ドナーの入院は移植実施の2,3日前
であるが、この段階以降はレシピエントに大量の放射線を照射するなどにより自己の骨髄細胞（免疫を担う
細胞のもとになる細胞）を死滅させ、移植に備える必要があるが、レシピエントにこの処置を行ってから同
意が撤回され、移植が実施されないことになった場合、既に骨髄細胞が死滅したレシピエントは免疫機能を
失っており、生命に対する危険が極めて大きくなる。このような事態を防ぐためには、同意撤回に期限を設
ける以外にないのである。
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ここでは、ドナーの自己決定権とレシピエントの生命・健康の利益が衝突する事態が生じている。この種
の衝突場面をどのように解決すべきかにつき、一般的にはさまざまな考え方がありえ、特に二者間の「自己
決定権と生命」の対立図式は、妊娠中絶の是非をめぐるアメリカ等での激しい議論で既に現れていた。わが
国では生命が一般的に優越するとの考えが強いが、生命侵害の危険性の程度等によっても異なり、一般的な
解決にはかなりの困難が伴う。ただし、上記の骨髄移植の場面に限って検討するならば、レシピエント側の、
骨髄細胞が完全に死滅した後に移植が受けられない場合の生命リスクは極めて大きいのに対し、ドナー側の
自己決定権の制約は数日間の同意撤回ができなくなるという程度であり、現在の運用は一応正当化できるも
のと思われる。

3.	問題例2――小児・精神障害者を被験者とする医学研究

次に、医学研究の事例を挙げる。一般的に、医薬品の治験や臨床試験など、人体に対する侵襲を伴う医学
研究の正当化要件は臨床医療の正当化事由とほぼ同様に解されており、①被験者の同意、②医学的正当性（客
観的要件）であるとされる。ところが、小児や精神障害者などは自ら有効な同意を行えないことから、この
ような者を被験者とする臨床試験を実施しうるかが問題とされてきた。小児や精神障害者が被験者になれな
いとすると、これらの患者に使用できる医薬品や治療法が存在しなくなるおそれがあるなどの事情もあり、
現在の行政ガイドラインでは親権者等の「代諾」があれば臨床試験等が実施可能とされている。しかし、親
権者の同意は「被験者の同意」そのものではなく、この場合に②の医学的正当性の要件が成年者の場合と異
なるか否かが問題となる。また、②の要件判断において、アメリカ法と同様に親が子どもの「最善の利益」
を追求すべきであると考える場合、子どもに医学研究のリスクを負担させることが「最善の利益」であると
は言いにくい場合も多く、子どもを被験者とする医学研究が正当化できるかは難問であるとされている。
ここでは、（i）正当化要件たる「同意」の意義や位置づけと、（ii）被験者の利益と臨床試験の恩恵を受け
る潜在的患者群の利益の調整、の2点が問題となる。（i）については、医学研究は被験者に不利益であると
の前提があるためか、被験者の自発的同意が極めて重視されてきた。しかし、小児等の場合に本人の有効な
同意が不要だとすると、そもそも「被験者の同意」がなぜ要求されるのか、その根本的な意義に疑問が生ず
る。（ii）は、複数関係者の利益衝突の一場面であると言える。医学研究が潜在的患者群の利益を追求する
営みである以上、被験者が自らは利益を享受せずリスクのみを負担する事態は避けられず、両者の均衡は本
人同意の有無と無関係に客観的に図る必要があると考えられる。

4.	「利他的医療」の法原理

以上で見てきたように、「利他的医療」の場面では、「他者の利益」をも考慮し、患者・被験者等と第三者
の利益衝突を調整することが必要となる。また、小児等を被験者とする医学研究の例に見られるように、患
者・被験者等の「同意」が法的意味をなさない場面も存在し、正当化要件としての「同意」と「医学的正当性」
の相互補完関係を認めなければならない。そうすると、従来考えられていた以上に、正当化要件としての「医
学的正当性」に盛り込まれる客観的要件が重要となる。ところが、従来の議論においては、このような客観
的要件として「代諾」等の「同意」に近い要素のほか、医学準則のような純医学的考慮、関係者間の利益調
整などの法的評価が雑多に盛り込まれ、それらが相互にどのような関係に立つかも明らかでなかった。そこ
で、この点の再整理を行いつつ、医療行為の正当化要件の内容や相互関係を明らかにする作業が必要となる。
もっとも、このような緻密な論証を要する大がかりな作業を本報告ですべて行うことは難しい。以下では
あくまで試論として、このような構成がありうるという例示として1つの構成を示すに留めたい。

［a］患者・被験者の利益保護・不利益最小化保障
まず、患者・被験者の利益保護ないし不利益最小化の要請を満たす必要がある。この点については、本人
の自由意思による利益選択が最も優先され、（a-1）本人の十分な理解に基づく同意があればそれで充足され
る。ただし、本人が自ら同意をなしえない場合に、（a-2）本人の利益保護・不利益最小化につき他者の「認
証」があればそれも考慮される。この場合には、当該他者が利益相反状況になく、本人の選択としても合理

032

10 2013.3



的なものであるか否かにつき、原則として独立の組織等が審査する。

［b］受益する第三者の利益保護・不利益最小化保障
次に、受益する第三者の利益保護ないし不利益最小化の要請を満たす必要がある。この点についても、 

（b-1）第三者の十分な理解に基づく意思があれば、それが最優先される。ただし、（b-2）第三者が現存しな
いか意思を表明できない場合等においては、当該第三者の利益に資するか否かを独立の組織等が審査するこ
とになる。

［c］客観的な正当化要件
以上に加えて、客観的な正当化要件を満たすことが必要となる。具体的には、（c-1）医学的に正当な医療

であることに加え、（c-2）患者・被験者と受益者の利益調整を図る必要がある。この要素の存在により、［a］
や［b］で一旦正当とされた利益保護・不利益最小化の判断も、制約を受けることがありうる。

Ⅴ. 結びに代えて

以上、本報告では、「利他的医療」の場面を素材として医療に関する従来の議論の前提に疑問を呈し、新
たな医療行為の正当化要件を定立する必要性を論じた。最後に、本報告の議論の射程に関連して2点ほど補
足しておきたい。
第1に、本報告ではいくつかの医療を「利他的医療」と名付け、そのような事例を素材として議論を進め

てきたが、「利他的医療」が医療全体の中で特殊場面として位置づけられるものであるかが問題となる。筆
者は、「利他的医療」が特殊場面であるという前提は有しておらず、むしろこの場面は医療に普遍的に存在
する要素がやや強調されて表れているに過ぎないと考える。というのも、医療は、元来患者本人のみに関係
するものではない。医療の内容は、家族や近親者のライフスタイルに大きく影響する可能性があることに加
え、遺伝子検査等は医学的にも近親者に直接影響を及ぼしうる。また、国民皆保険制度の採用されているわ
が国では、医療保険の法律関係や財政的負担も重要な考慮要素であり、医療保険に関する諸規範を無視して
医療行為の適否を論ずることは困難である。このように、一般の医療行為においても、第三者や社会一般の
利益保護・不利益最小化を考慮すべき場面は存在しうるのである。そうすると、この点についてはさらに検
討すべきであるが、本報告で提示した「利他的医療」の法原理は、そのまま医療一般の法原理として通用し
うる可能性があろう。
第2に、本報告の分析は、医療以外の場面についても一定の問題を提起しうる可能性がある。ある私人の

私的行為が他者に利益・不利益を及ぼす場面は数多く存在し、複数者間の利益調整が必要となる法律問題は
少なくない。とりわけ民事法には、このような問題領域が多数存在するものの、従来の民事法学は、この種
の利益調整につき場面ごとの規範によって対応してきた。しかし、従来の議論において、現存しない関係者
の利益を考慮することは多くなく、そのための法技術も未成熟なままである。たとえば、家族法でしばしば
言及される「子の福祉」は、将来の子の置かれる状況を想定して評価される概念であるが、その内容は抽象
的であり、論者による認識の隔たりも大きい。さらに言えば、少子高齢化に伴う諸問題の中で、世代間格差
問題などを論じる中で、将来世代の利益保護の観点も極めて重要であるが、法学において将来世代の利益を
どのように扱うかは、未だ問題すら認識されていないように思われる。その結果、従来の法的枠組みでは、
「将来世代」に属する主体が現存しないというだけの理由で、その利益が過度に軽視されてきたのではないか。
現存しない主体の利益、特に将来の法主体の利益をどのように現在の法律関係の俎上に載せ、適切な利益調
整を行うかは、まさに法学全体が取り組まなければならない問題であるとも言えよう 8。
本報告は、「利他的医療」の場面に関する分析を中心に、ごく大雑把な分析をなしえたに留まるが、プロ
ジェクト「少子高齢化をめぐる国家と私的領域」の検討対象は、まさに少子高齢化社会における法律問題全
般であり、筆者の視点もこのプロジェクトの研究全体から大いに示唆を受けたものである。本プロジェクト
のメンバーすべてによる豊潤かつ複眼的な研究成果が、今後の法学ないし関連諸分野の研究の発展に寄与し
うることを願いつつ、本報告を終えることとしたい。
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註
  1 内藤謙『刑法講義総論（中）』530頁以下、山口厚『刑法総論〔第2版〕』108頁。
  2 「医学的正当性」と表現するものとして、前田達明ほか編『医事法』164頁以下（松宮孝明執筆）など。
  3 詳細は、米村滋人「医事法講義・医事法総論［2］医事法の基本思想と法的構造1」法セミ688号100頁参照。
  4 もちろん、これは誤りであり、アメリカでもそのようには考えられていない。しかしわが国では、医療関係者や一部の法律家に広まったこの
ような理解を前提に、医学研究に関する審査を行う倫理審査委員会では、説明・同意文書がわかりやすいか、患者を誤導するものではないか、
などのインフォームド・コンセントに関する点のみが審査される場合も多い。

  5 ただし、臓器売買禁止規定は生体移植にも適用があるとされる。
  6 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-5a.htmlで閲覧可能。
  7 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t56-1.pdfで閲覧可能。
  8 哲学を中心とする多数の論者による注目すべき研究として、高橋隆雄編『将来世代学の構想』参照。

Comments

水野　紀子

利他的医療と法原理というテーマでの米村報告は、日本でのこの領域の立法が困難な状況を描いており、
またその基本的な理由を自己決定の枠組みでは処理できない利他的な利益を組み込むことの困難さに求めて
いる。以下のコメントは、その趣旨に反対するものではまったくない。また私のコメントに報告者が異なる
意見を持っているものとも考えておらず、おそらく時間の都合で省略された点なのではないかと考えている。
まず、利他的な利益であっても古くからある古典的な問題においては、伝統的な法領域がそれに対応して
きたのではなかったろうか。自己決定では正当化されない例としては、たとえば刑法領域には自殺幇助や賭
博罪などがあり、民事法領域でも契約の公序則は多くの利他的な利益を組み込んでいるし、家族法領域では
次世代を育てるために、婚姻制度をはじめ、多くの制約が両親に課せられている。報告者が指摘されたよう
に、たしかに民事法において自己決定や意思自治が強固に言われる傾向があるが、経済法の領域でも規制が
必要なことは共通認識となっている 1。
とりわけ問題が顕在化するのは、臓器移植や生殖補助医療など、医学の急速な進展によって可能となった
が、自由に任せては大変な危険を伴う諸問題である。この種の生命倫理領域の問題は、衆知を集めて自覚的
に決断して規律を設けなくてはならず、自然に規律ができあがるのを待って済む問題ではない。しかし日本
法は、人体についての生命倫理的規律の立法作業を行うことができないまま今日に至っている。
世界的に先進国のこの種の規制を眺めると、規律のない自由が市場化に結びついたアメリカと、医師会の
自粛や行政規制によって運営される日本と、1994年に包括的に生命倫理の問題を扱う生命倫理法を立法し
たフランスが対照的であり、これらの規制状況を比較する視点は、すでに多くの論者が指摘するところであ
る。さらに規制が及ばない開発途上国に視野を広げると、臓器移植や生殖補助医療は、金銭を対価に臓器を
売ったり代理懐胎を引き受けたりする貧困層の存在を背景に商業的に行われ、先進国の客を対象とした臓器
売買や生殖補助医療ツーリズムが隆盛となって、無法地帯となっている。
憲法の保障する自由と自己決定が至上原理となり、市場化の弊害が明らかになってから徐々に州法で規制
がはじまっているアメリカ法と、生命倫理法で体系的な規制を構築したフランス法は、きわめて対照的な立
法状況ではあるが、日本法と比較したときの相違として、両国において前提となっている事実がある。すな
わち、フランス法とアメリカ法のどちらにおいても、規制がない分野は自由であるという前提があることで
ある。しかし、日本においてはその前提が事実上、確立していない 2。
日本社会にこの自由の前提がないことが法規制のない行動も自粛させることになっており、その自粛を破
るとマスコミのバッシングが加えられる危険があるほか、場合によっては不法行為法の損害賠償が認められ
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る可能性もありうるだろう。この息苦しい圧力は、いわゆる「世間」の力として、日本社会の言論や行動の
自由を束縛する抑圧となってきたものの、生殖補助医療においては、法規制の遅れを補う秩序をもたらして
きたことは否定できない。
立法がないまま医師会の自粛や行政指導指針によって運営されている日本の現状は、日本法の長所でもあ
れば限界でもあるといえるだろう。立法がなくても日本産科婦人科学会の会告によって生殖補助医療が自粛
されてきた点は、高く評価されるべきであるが、会告違反の医療を規制する力はない。また行政指導指針、
いわゆるガイドラインの位置づけにも、根本的な危うさがある。ガイドラインに定めること以外は、すべて
自由であると考えてよいのか、あるいはガイドラインが手続きを定めること以外は、すべて許されないと考
えるのか、その点についてのコンセンサスもできていない。実際には研究現場はガイドラインが定めている
こと以外は自粛しているが、もし自粛が破れたときには、一斉に過度に自由な方向に暴走する危険を抱えて
いる。
また、現状のガイドラインそのものやガイドライン策定過程にも、少なからず問題がある。ガイドライン
がインフォームド・コンセントのみを正当化理由としていることの問題は、米村報告が示唆する通りである。
さらに、ガイドラインには細かな手続き規制が規定されているが、これらの体系的な整理がついていない。
限定された対象ごとに定められたガイドラインであるために類推適用にも限界があり、新たな問題が生じた
ときに類推適用するには、ある場合には過剰規制となり、ある場合には過少規制となる。それゆえに、絶え
ず新たなガイドライン策定が必要となり、しかもガイドライン策定に時間がかかるために、対応の遅れが研
究現場に支障を来している。ガイドライン策定に時間がかかるひとつの理由として、たとえば胚の地位につ
いての原理的対立によって議論が硬直化したように、体系性をもった策定がなされないために、原理的な議
論を封じることができないことがある。人工妊娠中絶の是非がキリスト教社会で激烈な対立をもたらしてき
たように、あるいはまた脳死臓器移植の是非が日本で臓器移植法の立法を妨げたように、具体的な規制の立
案において原理的な対立がもちこまれると、妥協によってコンセンサスを作り上げることが困難になる。策
定を担当する委員会のメンバーが交代すると、その価値観によって策定方針がそのたびに揺れることにもな
る。なによりガイドラインを体系化して、基本を固める必要があるが、そのような立法技術も、日本人がも
っとも苦手としていることのように思われる。
法は、単純な提言の主張ではなく、複雑な考量を体系化したものである。日本社会は、「世間」という共

同体の圧力による秩序に依存した社会であった。それゆえに、このような複雑な法による秩序の意義と、そ
の法秩序が保障する自由の意義について、日本人は、立法者もマスコミも、十分に自覚することが、いまだ
に不得手なのかもしれない。
また米村報告の最初に触れられたように、社会的インフラや司法インフラの不備が致命的な桎梏となって、
法の改正によっては解決がつかない問題が、たとえば児童虐待に典型的なように、日本社会には多く存在し
ている。この背後にも、「世間」の力があったように思う。つまり世間が具体化した共同体が比較的最近ま
で日本社会には存在し、そういう共同体が児童虐待や高齢者問題に対する安全弁として機能してきた。しか
しそのような共同体はあっという間に失われてしまい、しかし代わりのインフラが整っていないのが日本の
現状ではなかろうか。

註
  1 経済法領域における規制が成立する過程や現状も、我々のプロジェクトメンバーの研究成果である滝澤紗矢子『競争機会の確保をめぐる法構造』
などの最先端の研究によってあきらかにされている。

  2 本筋から離れるが、内縁準婚理論や事実婚をめぐる日本家族法の錯綜も、この構造故のように思われる。すなわち「世間」を相手とした戦い
が内縁準婚理論や事実婚論者の主張に紛れ込んでいるのではなかろうか。
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