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第  章

市民運動としてのバイオエシックス

 木村利人

はじめに

本稿では，バイオエシックスの形成要因の最も重要なルーツの 1 つともいう

べき市民運動について取り上げる．1960 年代から，現在に至るまでアジア，欧

州，米国など各地の大学や研究所，国際組織での研究・教育・会議，国際的なプ

ロジェクトへの参画などによりバイオエシックス運動の一端を担ってきた当事者

の 1 人としての体験を踏まえたアプローチにより，市民運動としてのバイオエ

シックスに焦点を合わせて概括してみたい．この 40 年間にわたり，我々が展開

してきたのは，専門家にいのちを委ねることなく，自分のいのちを自分で守り育

てるという市民運動・人権運動の視座からのバイオエシックスなのである．1 人

1 人のかけがえのない「いのちへの責任」の自覚の上に立って，そのいのちを守

り育てるという人権運動のルーツと切り離すことなく，バイオエシックス運動

は，希望あるいのちの未来をつくり出すために展開されなければならない．

1　ベトナム体験―バイオエシックス運動の原点

ベトナム戦争のただ中，1970 年から 2 年間，私は当時のサイゴン大学で教鞭

をとっていた．忘れもしないうだるように暑い日の午後，わが家を訪れた 1 人

の学生が，声を潜めて「木村先生，米軍の枯葉作戦をご存知ですか」と熱心に説

明をしてくれて，その実情を初めて詳しく知らされた．

ジャングルの樹木を枯らせる軍事作戦だということはある程度は知っていたも

のの，環境や人間生命へのきわめて大きな被害についてはあまり認識していな

かったことに深く反省させられた．

南ベトナムのタイニン省北部などの広範なジャングルの下に隠れている南ベト

ナム解放民族戦線の軍事基地を探し出して，爆撃するために広範な枯葉剤の散布

を行っている．そしてその地域には重症の奇形児が生まれ，自然流産が増加して

いるという．そのような文書をもっていたら場合によっては銃殺されかねないよ

うな北ベトナムで出版された枯葉作戦の結果の悲惨な実情の写真集をカバンの奥

から出して見せてくれた．彼が反政府の抵抗運動とつながっていることがうかが

えた．

海産物の値段は安いし，味は美味しいしということで，我々がよく食べていた

「えび」や「魚」にもこの枯葉剤に含まれている猛毒のダイオキシンで汚染され

ていた．南ベトナム特有のジャングルやその周辺の自然・生態系がほとんど破壊

され，豊富な海産物のとれる河川や近海には生物の遺伝子に致命的な損傷を与え

るこのダイオキシンが流れ込んでいた．

当時サイゴンで入手し読んでいた G ・R・テイラー（Gordon Rattray Taylor）

の『生物学的時限爆弾（The Biological Time Bomb , 1968）』という著作の中の

6 章にある遺伝子戦争（gene warfare）が，現実になっていた．もしかして，美

味しいベトナムの海産物を食べてきた私自身のいのちの本体ともいうべき遺伝子

が侵され，がんのリスクが増加し，次の世代の子どもたちに出生奇形が発生する

可能性があることを知って，取り返しのつかない大きな絶望感と恐怖感に襲われ

た．

わが家を訪れたこの学生には左腕がなかったが，それは自らの切断による徴兵

拒否だったことを知った．彼は，「この枯葉作戦は，長期にわたる米国によるベ

トナム人の遺伝子・民族皆殺し．すなわちジェノ・サイドなのです」と厳しい顔

で明言した．そのときの彼の予言は的中し，戦後 35 年を経た今も障害をもった

赤ちゃんが世代を重ねて生まれ続けている．

1970 当時のこの枯葉作戦について語ってくれた 1 人の学生との出会いによっ

て教えられたいのちと環境破壊への危機意識が，科学技術の悪用・誤用の問題と

人間生命の尊厳，人権の問題に取り組む原点となった．いのち・科学技術・人

権・倫理についての価値判断をめぐって，従来の伝統的な学問の分野を超えた，

後に「バイオエシックス」と名付けられることになる「超・学際」的なまったく

新しい学問分野を私はサイゴンで構想し，その後欧州，米国，アジアにおいてい

のちを守り育てる市民・人権運動を展開する契機を与えられた．
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2　国際的バイオエシックス運動の展開

欧州におけるいのちの市民運動との関わりは，私がベトナムでの任務を終え，

1972 年からスイスのジュネーブ郊外にあるボセイ・エキュメニカル研究所副所

長として赴任したことによって始まった．

この研究所は，世界教会協議会（WCC ）の研究・教育機関である．WCC は，

さまざまな歴史的事情のために分断されてきたキリスト教会が，教派を越えた一

致を目指して 19 世紀後半から展開してきた世界教会運動（Ecumenical 　Move-

ment ）の大きな成果として 1948 年に発足し，スイスのジュネーブに本部を置

き，世界の約 120 か国，349 の教派が加盟しているキリスト教の国際機関であ

る．国連 NGO としても世界人権宣言の草案作成や開発，災害救援，教育，人

種・民族差別反対，核の廃棄と世界平和，医療・保健などの分野でも国際的に協

力しつつ大きく貢献してきている．

私は，ジュネーブ大学大学院エキュメニカル研究科においても教鞭をとり，基

本的人権セミナーをもち，「いのちと法と倫理」の講義を担当した．この間，同

研究所において 3 年間にわたり，毎年「人権といのちと医療の倫理」すなわち，

その後バイオエシックスとなる研究領域のテーマについての国際会議の企画と運

営にあたった．これらは，国連欧州総本部のヴァン・ボーヴェン（Theo van 

Boven ）人権部長，世界保健機関（WHO ）のドゥ・モールルーズ（Jean de 

Moerloose）法規部長，世界医師会（WMA ），国際医科学団体協議会（CIOMS ）

の事務局と連携しつつ組織され，世界諸国からの一般の人々，医師，法律家，保

健行政官，学生，宗教・社会・経済・政治などさまざまな分野の専門家や市民運

動家が参加した．

これは，1970 年代に国際的スケールで開催された初期バイオエシックス形成

期の国際会議の 1 つとなったが，これ以前からすでに 1960 年代には WCC によ

る「キリスト教と科学技術社会についての研究プロジェクト」の蓄積があってこ

れらのシリーズでの国際会議が可能になったともいえよう．

私がこのエキュメニカル研究所に着任する 4 年も前の 1968 年には，この研究

所で臨床医療と倫理の問題に焦点を合わせ，ヘルシンキ宣言の修正をも視野に入

れて「人体実験―臨床治験」の新しい国際基準づくりのための国際会議が開催さ

れていた．研究所の書庫に保管されてあったこの会議についての医学と倫理と法

に関する膨大な原資料の内容を読んで，大きな感動を覚えた．

それは，ヴァン・R・ポッター（Van Rensselaer Potter）ウィスコンシン大学

教授（バイオエシックスのパイオニア）がこの会議に参加し，「人体実験ガイド

ライン討議グループ」のまとめを行い，さらに，エドモンド・ペレグリーノ

（Edmund D. Pellegrino ）エール大学医学部長（後にジョ―ジタウン大学・ケネ

ディ倫理研究所の所長）が「人体実験の必要性，それへの期待と危険性」につい

ての基調講演を行っていたことを知ったからでもあった．医の倫理，臨床治験の

基準づくり，バイオエシックスをめぐって米国と欧州との間ですでに 1960 年代

に対話と交流がなされていたことには注目すべきであろう．

WCC は 1973 年に，チューリッヒにおいて「遺伝学と生命の質」国際会議を

開催し，私も比較法学の専門家としての招きを受け参加した．なお，会議報告書

Genetics and the Quality of Life 1974 年に WCC から

刊行されている．

この会議は，欧州でのさまざまないのちの問題をめぐる市民運動を背景に開催

されたが，当時，体外受精研究実験で著名な英国のエドワーズ（Robert G. 

Edwards ）博士（この会議から 5 年後の 1978 年に世界で最初の体外受精児

ルィーズ・ブラウン（Louise Brown ）さんの誕生を成功させた．2010 年にノー

ベル生理学・医学賞を受賞した）や，後に米国大統領バイオエシックス委員会の

最初の事務局長となるペンシルベニア大学のアレクサンダ―・ケイプロン

（Alexander Capron ）教授，ヘイスティングス・センターのブルース・ヒルトン

（Bruce Hilton）博士，米国人類遺伝学会前会長のベントリー・グラス（H. 

Bentley Glass）博士などが参加された．このバイオエシックス国際会議を次の

3 点にまとめて整理・要約してみた．

第 1 に，国際的な「バイオエシックス公共政策形成へのアプローチ」があげ

られる．この会議のテーマ「遺伝学と生命の質」に示されているように，先端的

生命医科学技術，特に臨床遺伝学の急激な展開に即して，専門家は勿論一般市民

のための公共政策としてのバイオエシックス・ガイドラインをつくるというこの

先端生命医科学の分野での最初の国際的な公共政策の提言・形成の試みとなっ

た．この会議で特に指摘されたのは，市民による政策形成プロセスへの参加で

あった．そして具体的には，遺伝相談の倫理的問題，遺伝障害者のケアをめぐる

社会的・倫理的責任，遺伝的疾患の予防・治療のための胎児診断や人工妊娠中絶

の社会的・倫理的問題点，体外受精や受精卵研究の倫理基準などについての検討

と討議がなされた．
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第 2 に，このようなバイオエシックスの問題に取り組むにあたっては，多様な

分野の専門家，一般市民，当事者を含めての「従来の学問領域の枠組みを越えた

協働的・学際的アプローチの必要性」が指摘されたが，それが実際に具体化され

た会議となっていたことが強烈な印象に残った．例えば，宗教者，遺伝学者，医

師，精神科医，生理学者，胎生学者，法律家，保健行政政策担当官，国会議員，

社会福祉専門家，産科医，生殖生物学者，免疫学者，小児科医，熱帯医学専門家

などアジア，アフリカ，欧州，米国，オセアニアなど世界各国から各専門分野の

第一線で活動している 34 人が招かれ，慎重な検討と熱心な討議が行われた．

第 3 に，「多元的文化・価値観への対話的アプローチ」に特色がみられた．人

種，国籍，民族，宗教，文化などそれぞれ異なった背景の参加者たちが，開かれ

た自由な対話と討議を行った．

1970 年代初頭にこのようなバイオエシックスの課題をめぐる共同作業が行わ

れ，その報告とバイオエシックス・ガイドラインの提示と勧告は国連人権部をは

じめ世界保健機関（WHO ）や UNESCO など国際機関ならびに WCC の加盟教

会へと提出された．国連 NGO としてバイオエシックスの分野において WCC が

果たしつつある役割は国際的にも高く評価されているといえよう．

その後，国連社会経済理事会・人権委員会では，1975 年 1 月 27 Hu-

man Rights and Scientifi c and Technological Developments

を刊行し，WHO も 1976 Health Aspects of Human Rights

Bioethics

名称が付与され，膨大な文献が蓄積されつつあると述べている．

3　コミュニティでの支え合い―いのちの豊かさを求めて

今まで述べてきたように WCC が積極的に推進してきたバイオエシックス関連

国際会議・シンポジウムの提言などは，WCC に加盟している各国の教団や教会

各派などでのプロジェクトや実践活動の反映であるといえよう．つまり，それぞ

れの国での教会に集う一般の市民たちの問題意識や社会活動の内容のとりまとめ

と，一層の展開が世界教会レベルで取り上げられるということになっている．

すなわち，上述の 1973 年の会議の例でいえば，神に祝福された子どもを与え

られず，不妊症に悩む夫婦の問題，遺伝的障害をどのように受け止めるのかの問

題，人工授精や体外受精研究（当時まだ可能になっていなかった）をどのように

正当化するのか，いのちの末期のケアはどうあるべきか等々の問題が教会に集う

人々の神の前での真剣な問いとなっていたともいえよう．

1960 年代から 80 年代にかけて，米国ではコミュニティの教会が中心になっ

ていのちを豊かにし，お互いが支え合う社会運動が幅広く展開されてきた．それ

らの教会によるいのちを支え合う運動の例としては，例えば，在宅ホスピス・ケ

アのボランティアとして，患者宅を訪問し掃除，買い物，車の運転などを行った

り，患者サポートグループのメンバーとなり「祈りの鎖」（各自が時間をきめて，

24 時間の祈りの輪をつくる）をつなげたり，高齢者や病気の人の家庭訪問や都

心の教会でのホームレスのための食事づくりのボランティアなどの活動が行われ

ている．その他，HIV 患者支援とそのための教育プログラム，遺伝相談，バイ

オエシックス学習セミナー，事前指示文書作成勉強会，メンタル・ヘルス研修

会，同性愛について学ぶ会，難民受け入れプロジェクトなどがある．

米国のすべてのコミュニティの教会がこのような活発な活動を継続的に行って

いるというわけではないが，我々が住んでいたバージニア州のアーリントン地域

では，教会がコミュニティの中心となって日常的なバイオエシックス市民運動が

行われており，これらの活動に参加することによってボランティアとしての実践

活動から多くのことを学んだ．

おわりに

バイオエシックスが形成されたのは，1960 年代の政治・経済・教育・医療制

度等の既成の制度や権威に挑戦し，変革を求めてのさまざまな社会運動の広がり

のただ中においてであった．

すなわち，生命医科学技術の急激な発展・進歩に伴う人間の生と死のあり方の

問題性，遺伝学と生命操作の危険性，医療事故の増大，患者の権利の主張，医学

部・病院倫理委員会の設置，反差別・女性の解放，消費者運動の拡大，公害・環

境問題，動物と自然の保護の問題等々があげられる．

世界の各地で，この 1960 年代から 70 年代にかけて，これらのいのちをめぐ

るさまざまな問題がきわめて具体的なベトナム反戦運動，そして平和への大きな

うねりの中で拡大し続け，グローバルな反体制運動，既成の権威や価値観への異

議申し立て，情報の公開といった旧秩序からのラディカルな価値観の変革をもた

らすことになった．「戦争ではなく愛を」というスローガンに示されるようなさ
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まざまな「いのちを守り育てる市民の運動」こそが，バイオエシックスのルーツ

となったのである．

かつて，私がベトナムで得た「超・学際的」なバイオエシックスの構想を 40

年以上にわたり世界各地の同僚たちと共に展開してきた研究者として，このよう

な激動の時代の中で，バイオエシックスが形成された時代的背景の本質的な意義

を再確認しつつさらに一層のバイオエシックス運動と研究，そしてその教育の推

進を目指したい．

最後に「自己規制のメカニズムを欠いた科学技術の，資本や国家権力との結合

による暴走が，どんなにか悲惨な事態を惹き起したかは，私たちがつぶさに体験

しつつあるところである」という一節を「生命操作時代の衝撃―バイオエシック

スの挑戦」（「福音と世界」誌：1979 年 11 月号・新教出版社）と題した私自身

の論稿から引用しておきたい．

我々は，常に「不正の構造」にチャレンジし，特に現在の「東日本大震災」と

いう言語に絶する困難な状況の中において，バイオエシックスの人権運動として

の豊かなルーツとそのいのちの支え合いのネットワークをダイナミックに展開さ

せ，着実に歩み続けることの必要性とその責任を担い続けるものとなりたい（東

日本大震災に直面して：日本生命倫理学会会長・緊急メッセージ，2011 年 3 月

15 日，http://ja-bioethics.jp/earthquake.html）．

［恵泉女学園大学学長］
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教育」（於：早稲田大学，大会長・木村利人）『生命倫理』Vol.5, No.1（1995）．

［6］ 2009 年・第 21 回年次大会「バイオエシックスを未来に！―『生と死を』で考える市民

と運動―」（於：東洋英和女学院大学，大会長・大林雅之）『生命倫理』Vol.20, No.1

（2010）．

その他，バイオエシックスと市民運動および人権運動との関連に言及した文献の内主要なもの．

［7］ 木村利人，1987『いのちを考える―バイオエシックスのすすめ』日本評論社．

［8］ 岡村昭彦，1987『ホスピスへの遠い道』筑摩書房．

［9］ 木村利人，1989『あなたのいのちは誰のもの―人権運動としてのバイオエシックスの新

しい展開』日本生活協同組合連合会・医療部会．

［10］ 木村利人，2000『自分のいのちは自分で決める―生病老死のバイオエシックス＝生命倫

理』集英社．

［11］ 木村利人編集主幹，2003『バイオエシックス・ハンドブック―生命倫理を超えて』法研．

［12］ 木村利人・掛江直子・河原直人編著，2008『いのちのバイオエシックス―環境・こど

も・生死の決断―』コロナ社．

［13］ 高草木光一編，2009『「いのち」から現代世界を考える』岩波書店．

［14］ 小松美彦・香川知晶編著，2010『メタバイオエシックスの構築へ―生命倫理を問いなお

す』NTT 出版．

［15］ 安藤泰至編，2011『「いのちの思想」を掘り起こす―生命倫理の再生に向けて』岩波書

店．

［16］ Heisig, J.W., Kasulis, T.P., Maraldo, J.C., eds., 2011Japanese Philosophy: A 

Sourcebook , University of Hawaii Press.
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