
経済的、社会的及び文化的権利委員会

科学と経済的、社会的及び文化的権利（経済的、社会的及
び文化的権利に関する国際規約第 15 条 1 項(b)、2 項、3
項及び 4 項）に関する一般的意見第 25（2020）* 

I. イントロダクション及び基本的前提

1. 科学及び技術の劇的かつ急速な発展は、経済的、社会的及び文化的権利の享

受に多くの利益をもたらした。同時に、こうした発展に伴うリスク（及び、利益

とリスクの不均衡な分配）に促され、科学と経済的、社会的及び文化的権利との

関係に関する充実した議論が盛んに行われるようになった。この主題については、

いくつかの重要な文書が発表されている（例：2009 年に採択された「科学的進歩

及びその応用による利益を享受する権利に関するヴェネツィア声明（Venice
Statement on the Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and its 
Applications）」、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）が 2005年に採択した

「生命倫理と人権に関する世界宣言」、UNESCO が 2017 年に採択した「科学及

び科学研究者に関する勧告」、文化的権利の分野の特別報告者による、科学的進

歩及びその応用による利益を享受する権利に関する報告書（A/HRC/20/26）、す

べての者が自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的

利益が保護されることを享受する権利に関する当委員会の一般的意見第 17（2005
年））。UNESCO、国際会議及びサミットで採択された宣言 1、文化的権利に関

する特別報告者、並びに著名な科学機関や出版物 2は、科学に関するあらゆる権利

及び義務に言及して、「科学に対する人権」を認めている。

2. こうした状況にもかかわらず、科学分野は、規約に定められた諸分野の中で

も、締約国が報告書や当委員会との対話において最も注意を払っていない分野の 1
つである。このような状況を受け、当委員会が、幅広い協議プロセスを経て、科

学と経済的、社会的及び文化的権利との関係に関する本一般的意見を作成するに

至った。

3. 当委員会は、規約上の権利である、科学的進歩及びその応用による利益を享

受する万人の権利（right of everyone to enjoy the benefits of scientific progress
and its applications。第 15 条 1 項(b)）を主に扱う。なぜなら、この権利は、科学

* 経済的、社会的及び文化的権利委員会の第 67 会期（2020 年 2 月 17 日〜3 月 6 日）におい
て、同委員会が採択した。

1 例えば、第 16 回イベロアメリカ首脳会議における宣言を参照。www.segib.org/wp-
content/uploads/00.1.-DECLARACION-DE-LA-XXVI-CUMBRE-
GUATEMALA_VF_E.pdf（スペイン語）。 

2 例えば、Jessica M. Wyndham 及び Margaret Weigers Vitullo「科学に対する人権の定義
（Define the human right to science）」（「サイエンス」第 362 巻 6418 号。2018 年 11
月）を参照。
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に関して最も頻繁に発動される権利であるためである。しかし、本一般的意見の

目的は、この権利に限られるものではなく、より広範に、科学と経済的、社会的

及び文化的権利との関係を構築することも含まれる。また、当委員会は、第 15 条

に規定された科学に関するその他の諸要素、特に、科学の保存、発展及び普及に

向けた措置を講じる締約国の義務（第 15 条 2 項）、科学研究に不可欠な自由を尊

重する締約国の義務（第 15 条 3 項）、そして科学分野における国際的な連絡及び

協力を促進する締約国の義務（第 15 条 4 項）についても検討する。また、当委員

会は、世界人権宣言（Universal Declaration of Human Rights）第 27 条がこの検

討に関係することを強調しておく。 

 II. 規範的内容  
  科学的進歩及びその応用 

4. UNESCO の「科学及び科学研究者に関する勧告」では、科学を以下のよう

に定義している。 

「科学（science）」とは、個人として、又は大小の集団において行

動する人類が、観察された現象の客観的研究及びその検証（この検証

は、成果及びデータの共有、並びに専門家間の相互評価を通じて行わ

れる。）により事物の因果関係、関係性又は相互作用を発見及び習得

するための系統的な試みを行うこと、並びに体系的思考及び概念化を

通じて知識の下位構造を体系的に集約することにより、自然及び社会

に生じるプロセス及び現象に関する知識を人類の利益となるように利

用する機会を人類に提供する取組みを意味する（第 1 パラグラフ(a)(i)） 

UNESCO は、「『諸科学（sciences）』とは、知識、事実及び仮説の複合物であ

り、その理論的要素を証明することが短期的又は長期的に可能であるものを意味

し、その限りにおいて、社会的事実及び社会的現象に関する諸科学を含む」と付

け加えている（第 1 パラグラフ(a)(ii)）。 

5. したがって、科学（自然科学及び社会科学を含む。）は、特定の方法論に従

ったプロセス（「科学の実施」）と、そのプロセスの結果（知識及び応用）の両

方を意味する。その他の形態の知識も文化的権利として保護及び促進されるべき

であると主張される可能性があるが、知識は、批判的検討に基づいており、かつ

反証及び試験の可能性が開かれているものに限り、科学とみなされるべきである。

伝統、新事実又は権力のみに基づく知識であり、道理及び経験と明確に区別でき

ないもの、又は反証や間主観的検証の対象にならないものは、科学とみなすこと

はできない。 

6. 世界人権宣言は「科学的発展（scientific advancement）」に言及しており、

規約は「科学的進歩（scientific progress）」に言及している。こうした表現は、

人々や人類の幸福に寄与する科学の力を強調している。したがって、締約国は、

他の用途よりも、平和及び人権のために科学の発展を役立てることを優先させる

べきである。 

7. 応用（application）とは、人々が抱える特定の問題及びニーズに向けた科

学の具体的実装を意味する。応用科学には、科学的知識から派生した技術（例：

医学的応用、産業的応用若しくは農業的応用、又は情報技術及び通信技術）も含

まれる 3。 

  
 3 「科学及び科学研究者に関する勧告」によれば、技術（technology）とは、「物又はサービ

スの生産又は改良に直結する知識を意味する」（第 1 パラグラフ(b)）。 
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  利益の享受 

8. 利益（benefits）という用語は、第 1 に、科学研究の応用による物的成果

（例：ワクチン接種、肥料、技術装置等）を意味する。第 2に、利益は、科学的活

動に直接由来する科学的な知識及び情報を意味する。これは、知識の発展及び普

及自体により科学の利益がもたらされるためである。最後に、利益は、民主主義

社会に十分に参加することのできる批判的かつ信頼に足る市民を形成する上で、

科学が果たす役割を意味する。 

  文化的生活への参加 

9. 科学的進歩による利益を享受する権利は、科学を生み出す科学者と、科学者

が行った研究の利益を享受するに過ぎない一般人とを峻別する趣旨と解釈しては

ならない。このような限定解釈は、「条約法に関するウィーン条約」第 31 条に基

づく上記権利の体系的及び目的論的解釈（当該規定の背景、趣旨及び目的を考慮

する解釈方法）に反する。 

10. 文化（culture）は、人間の存在のあらゆる発現を包含する包括的な概念で

ある 4。したがって、文化的生活には、人間の存在が有する科学以外の側面も含ま

れるため、文化的生活は科学よりも広い概念である。しかし、文化的生活には、

科学的活動が含まれると考えるのが相当である。したがって、文化的生活に参加

する万人の権利には、科学的進歩及びその方向性に関する決定に参加する万人の

権利が含まれる。この解釈は、規約の根底にある参加（participation）と包括性

（inclusiveness）の原則、そして「科学的進歩による利益を享受する」という表

現にも表れている。ここに言う利益は、科学的発展による物的利益や成果に限ら

れるものではなく、科学を実施することに伴う批判的精神及び能力の発展も含む

ものである。こうした理解は、規約第 15 条の起草に関する条約制定過程の記録資

料（travaux préparatoires）でも裏付けられている。同資料 5では、規約第 15 条

が、科学の応用による利益のみならず、科学的発展に参加する権利をも認める世

界人権宣言第 27 条 6を発展させることを意図したものであることが明らかにされ

ている。世界人権宣言は、規約に規定されたすべての権利の範囲を確定させる上

で、重要な意義を有する。これは、規約の前文に世界人権宣言への明示的な言及

があるためだけではなく、両文書がいずれも、法的拘束力を有する条約を採択す

ることにより、世界人権宣言に規定された権利に法的効力を付与するための国際

的努力を体現したものであるためである。したがって、科学の実施は、科学の専

門家のみに関係するのではなく、「市民科学（citizen science）」（一般の人々が

行う科学）及び科学的知識の普及も含むものである。締約国は、一般の人々によ

る科学的活動への参加を妨げないだけではなく、これを積極的に促進するべきで

ある。 

11. 第 15 条 1 項(b)に規定された権利には、科学的進歩の応用による利益を享受

する権利だけではなく、科学的進歩に参加する権利も含まれる。したがって、同

項の権利は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する

権利ということになる。 

  
 4 経済的、社会的及び文化的権利委員会「文化的生活に参加する万人の権利に関する一般的

意見第 21（2009）」、第 11 パラグラフ。 
 5 Ben Saul「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約：条約制定過程の記録資料第 I

巻（The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Travaux 
Préparatoires, Volume I）」（Oxford, Oxford University Press, 2016）を参照。 

 6 英語版では「共有（share）」する権利とされているが、同じく世界人権宣言の公式テキス
トであるフランス語版、スペイン語版及びロシア語版では、それぞれ「participer」
「participar」及び「участвовать」という表現が使用され、科学的発展及びこれに起因す
る利益に参加する万人の権利と規定されている。 

. 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780198758303.001.0001/law-9780198758303
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780198758303.001.0001/law-9780198758303
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780198758303.001.0001/law-9780198758303
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  自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護
されることによる利益 

12. 当委員会は、すでに 2005 年の一般的意見第 17 において、この権利につい

ての検討を行った。当委員会は、上記一般的意見において、科学的発見の創作者

を保護するこの人権と、「知的財産制度において認められた法的権利の大部分」

（第 1 パラグラフ）との相違点を強調した。この分析をここで繰り返す必要はな

い。ただし、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する

権利と知的財産権との具体的関係については、セクション V で取り上げる。 

  科学研究と創作活動に不可欠な自由 

13. 科学の繁栄及び発展には、研究の自由に対する強固な保護が必要である。規

約は、「科学研究に不可欠な自由を尊重する」義務を締約国に課している（第 15
条 3項）。この自由には、少なくとも、以下の側面が含まれる。すなわち、科学者

の自主的判断が不当な影響力から保護されること、科学者が自律的な科学研究機

関を設立し、研究の目的及び目標並びに採用する手順を定めることが可能である

こと、あるプロジェクトの倫理的価値について自由かつ率直に議論する科学者の

自由、及び自らの良心に従い当該プロジェクトを撤回する権利、他の研究者と国

内的及び国際的に協力する研究者の自由、並びに可能な限り、科学的なデータ及

び分析を政策立案者及び一般の人々に共有するという側面である 7。しかし、科学

研究の自由は、絶対的なものではなく、セクションⅢで述べるとおり一定の制限

に服する可能性がある。 

  科学及び文化の保存、 発展及び普及に必要な措置を講じる 

14. 締約国は、科学を発展させ、その成果を普及させる個人及び組織の自由を妨

げないだけではなく、科学の進歩（発展）のため、また、科学的知識とその応用

を保護し、広める（保存及び普及）ために、積極的措置を講じなければならない。 

 III. 権利の諸要素及び制限 
15.  科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利に

は、消極的権利（freedom）と積極的権利（entitlement）の両方が含まれている。

「消極的権利」には、科学的進歩に参加し、科学研究に不可欠な自由を享受する

権利が含まれる。「積極的権利」には、差別を受けることなく、科学的進歩によ

る利益を享受する権利が含まれる。これらの消極的権利と積極的権利は、締約国

が消極的義務だけではなく、積極的義務も負うことを意味している。さらに、こ

の権利には、相互に関連性を有する、以下の 5 つの本質的要素が含まれている。 

 A. 権利の諸要素 

16. 「利用可能性（availability）」は、科学の保存、発展及び普及に向けた措

置を講じる締約国の義務に関係する。つまり、利用可能性とは、実際に科学が進

歩していること、そして科学的知識とその応用が保護され、広く普及することを

意味する。締約国は、科学の進歩を実現させるために、また、その応用及び利益

の分配及び利用可能性（特に、疎外された立場の弱い集団に対する分配と、その

集団による利用可能性）を保障するために、自らのリソースを使用するとともに、

他主体の活動を連携させるべきである。そのためには、特に、科学を普及させる

手段（例：図書館、博物館、インターネット・ネットワーク等）、十分なリソー

スを持つ盤石な研究基盤、及び科学教育への十分な資金提供が必要となる。国家

は、特に、オープン・サイエンス及びオープン・ソースによる研究公表を推進す

  
 7 「科学及び科学研究者に関する勧告」、第 16 パラグラフ(a) (v)。 
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るべきである。国家が資金提供した研究成果や研究データは、一般の人々にもア

クセス可能であるべきである。 

17. 「アクセス可能性（Accessibility）」は、すべての人が、差別されることな

く、科学的進歩及びその応用にアクセスできることを意味する。これには、3 つの

側面がある。第 1に、締約国は、すべての人が平等に科学の応用にアクセスできる

ことを保障するべきである（特に、その応用が、経済的、社会的及び文化的権利

の享受に役立つ場合）。第2に、科学及び技術のリスク及び利益に関する情報に、

差別されることなくアクセスすることが可能であるべきである。第 3に、すべての

人に、差別されることなく科学的進歩に参加する機会が開かれるべきである。し

たがって、締約国は、例えば、疎外された人々による科学教育へのアクセスを促

進するなど、人々の科学的進歩への参加を妨げている差別的障壁を除去するべき

である。 

18. 「質（Quality）」は、科学界において一般的に認められている基準に照ら

し、その時点で最も先進的で最新であり、かつ一般的に受け入れられている検証

可能な科学を意味する。この要素は、科学を生み出すプロセスと、科学の応用及

び利益へのアクセスの両方に当てはまる。また、質には、倫理的で責任のある科

学の発展及び応用を担保するための規制及び認定も含まれる。国家は、科学界と

の対話を行い、広く受け入れられている科学的知識に依拠して、一般の人々にア

クセス可能な新たな科学的応用についての規制及び認定を行うべきである。 

19. 「受容可能性（Acceptability）」は、様々な文化的・社会的背景において、

科学及びその応用が受容されやすくなるように、科学を説明し、その応用を普及

させる努力を尽くすべきであることを意味する（ただし、そのために科学及びそ

の応用の公正性及び質が損なわれてはならない。）。科学教育及び科学の成果は、

特別なニーズを持つ人々（例：障害者）の特性に合わせて調整するべきである。

また、受容可能性は、科学研究の公正性と人間の尊厳を保障するために、倫理規

範（例：「生命倫理と人権に関する世界宣言」で提示されている諸規範）が科学

研究に組み込まれなければならないことも意味する。こうした規範の例として、

被験者及び影響を受けるその他の人々の利益を最大化させつつ、合理的な保護と

予防措置により危害の可能性を最小化させるべきであるとする規範、被験者の自

主性と、自由意思によるインフォームド・コンセントを確保するべきであるとい

う規範、プライバシー及び秘密を尊重すべきであるという規範、あらゆる差別を

避けるために、特に弱い立場にある集団又は個人を保護するべきであるという規

範、文化的多様性と多元主義に十分配慮するべきであるとする規範が挙げられる。 

20.   すでに第 13パラグラフで述べたように、科学研究の自由に対する保護も、

科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利の一要素

である。 

 B. 制限 

21. 科学及びその応用は、状況により、経済的、社会的及び文化的権利に悪影響

を与える可能性がある。そのため、科学的進歩及びその応用に参加し、また、こ

れらの利益を享受する権利に対して、一定の制限を課す必要が生じうる。しかし、

同権利に対する制限は、規約第 4条に定められた要件（第 1に、制限は法律で定め

なければならない、第 2に、制限は「民主的社会における一般的福祉」を増進する

ものでなければならない、第 3に、規制が規制対象となる権利の性質に適合してい

なければならない。）を満たすものでなければならない。これは、当委員会の理

解によれば、上記権利の制限は、同権利に関する最低限の中核的義務を尊重する

ものでなければならず、また、規制目的との均衡がとれていなければならないこ

とを意味する。これは、正当な規制目的を達成するための合理的手段が複数存在

する場合には、経済的、社会的及び文化的権利に対する制約が最も小さい手段を
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選択しなければならず 8、同権利の享受に課される負担が、制限による利益を上回

ることがあってはならないことを意味する。 

22. 人々が使用する製品の安全性と品質を保障するために、科学及び技術の応用

が制限される可能性がある。危険な応用から人々を保護するために、人権影響評

価が必要になる場合もありうる。特に、研究が人間に影響を与えるものである場

合は、被験者の尊厳、完全性（integrity）及び同意を保護するため、研究プロセ

スに対する制限が必要になる可能性もある。研究者の自国以外の国において、又

は研究者と同胞ではない人々の間で研究が行われる場合、研究者の母国は、すべ

ての関係者の権利及び義務を保障しなければならない。ただし、科学研究の内容

を規制する場合は、研究の自由の侵害を避けるため、厳格な正当性の立証責任が

国家に課されることとなる。 

 IV. 義務 

 A. 一般的な義務 

23. 締約国は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受す

る権利を完全に実現するための措置を、利用可能なリソースを最大限に用いて講

じなければならない。権利の完全な実現は漸進的に達成されるかもしれないが、

そのための措置はただちに、又は合理的短期間のうちに講じるられなければなら

ない。この措置は、あらゆる適切な手段（立法措置及び予算措置を含む。）を用

いた、慎重、具体的かつ目標が特定されたものであるべきである。 

24. 規約に規定されている他のすべての権利と同様、科学的進歩及びその応用に

参加し、また、これらの利益を享受する権利について、後退的な措置を取ること

は許容されないという強い推定が働く 9。後退的措置の例には、科学の保存、発展

及び普及に必要なプログラム又は政策を廃止すること、科学教育及び科学情報へ

の障壁を設けること、市民による科学的活動への参加に障壁を設けること（科学

及び科学研究に対する市民の理解及び敬意を減退させるために誤情報を流すこと

を含む。）、並びに科学に関する国際協力の範囲を縮小させる法的及び政治的な

改革を行うことが含まれる。後退的措置が避けられない例外的場合には、国家は、

当該措置が必要不可欠であり、かつ比例的なものとなるよう徹底しなければなら

ない。こうした措置は、必要な限度でのみ実施されるべきである。また、こうし

た措置は、危機的事態が発生した際に拡大しうる不平等を軽減し、不利な立場に

ある疏外された個人及び集団の権利が過度に影響を受けることがないよう保障す

るものであるべきである。さらに、かかる措置は、最低限の中核的義務を確保す

るものであるべきである（E/C.12/2016/1 を参照。）。 

25. 締約国は、経済的、社会的及び文化的権利の享受において、個人及び集団が

受けるあらゆる形態の差別を撤廃する即時的な義務を負っている。この義務は、

科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利との関係

では特に重要である。なぜなら、この権利の享受には、根深い不平等が存在する

からである。国家は、すべての個人及び集団が、差別（宗教、国籍、性別、性的

指向、性自認、人種及び民族的アイデンティティ、障害、貧困並びにその他の属

性に基づく差別を含む。）を受けることなくこの権利を享受することができるよ

う、不平等及び差別を永続化させる条件を排除するため、また、これらを永続化

させる考え方と闘うために必要な措置を講じなければならない。 

26. 差別撤廃の義務は、分野横断的な義務である。国家は、他の義務を充足する

際にもこの義務を考慮するべきである。例えば、科学の発展及び普及に必要な措

置を講じる国家の義務（第 15 条 2 項）には、伝統的に科学的進歩から排除されて

  
 8 一般的意見第 12、第 19 パラグラフ。 
 9 経済的、社会的及び文化的権利委員会「到達可能な最高水準の健康に対する権利に関する

一般的意見第 14（2000）」、第 32 パラグラフ。 
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きた人々の参加を最大限に促進するために、文化及び性別に配慮した教育及びコ

ミュニケーションを通じて、科学的発展に根深く存在する不平等の克服に必要な

一切の努力を尽くす義務が含まれる。 

27.  上記事由に基づく差別と闘う義務は、科学的進歩及びその応用に参加し、

また、これらの利益を享受する権利に関する、あらゆる政策の立案及び実施に影

響を与える。例えば、国家は、科学に関する基礎的レベルの理解や知識を得る機

会、及び科学分野の職業を得るために必要な訓練を受ける機会をすべての人々に

平等に与えるため、また、差別のない科学研究分野での雇用機会を保障するため

に、良質な科学教育プログラムを慎重に立案し、実施しなければならない 10。 

 B. 特定の集団に対する特別な保護 

28. 科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利の享

受において、構造的な差別を受けてきた集団（例：女性、障害者、レズビアン、

ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、インターセックスの人々、先住民

及び貧困に生きる人々）には、特に注意を払うべきである（ただし、これは、あ

らゆる形態の差別を撤廃する国家の義務に影響を与えるものではない）。実質的

平等を実現するため、また、従前から存在し、現在も表面化している、これらの

集団の排除パターンを是正するには、暫定的な特別措置が必要になる可能性もあ

る。紙幅の都合上、本一般的意見では、特に女性、障害者、貧困に生きる人々及

び先住民を扱う。 

  女性 

29. 女性は、科学的活動において過小評価されることが多い。これは、教育又は

雇用及び昇進へのアクセスにおける直接的差別に起因する場合もあれば、女性の

科学研究への参加を妨げるステレオタイプ又は職業上の慣行といった、より間接

的な差別に起因する場合もある。特に、科学分野の職業（学界及び産業界の双方

を含む。）における女性の昇進は、階層が上がるにつれて累積的に制限されてい

る。 

30. 科学へのアクセスに関する男女間の不平等は、二重の差別である。第１に、

女性は、男性と対等に科学研究に参加する権利を有する。したがって、科学的教

育又は科学分野の職業へのアクセスにおける不平等は、原則として差別に該当す

る。第 2に、女性は科学研究において過小評価されているため、科学研究及び新技

術は、性的に偏りがあり、女性の特性やニーズに敏感ではないものであることが

非常に多い。 

31. したがって、国家は、少女及び女性による良質な科学教育及び科学分野の職

業へのアクセスを妨げている障壁をただちに除去しなければならない。さらに、

国家は、科学教育及び科学分野の職業へのアクセスに関し、女性の実質的平等を

保障する措置を講じなければならない（例：科学から女性を排除するステレオタ

イプを撤廃するための啓蒙活動、男女双方が家庭生活と科学的分野でのキャリア

とのバランスを取れるようにする政策の採用）。科学的進歩及びその応用に参加

し、また、これらの利益を享受する権利の享受に関する実質的平等を早急に達成

するには、暫定的な特別措置（例：科学教育における女性のためのクォータ制）

が必要になる可能性もある。また、幼稚園やその他の保育施設が利用可能である

ことも、平等達成の鍵となる。 

32. 科学研究にとって、性別に配慮したアプローチは贅沢品ではなく、科学的進

歩や新技術において女性や少女の特性及びニーズが十分に考慮されるよう担保す

る上で不可欠な道具である。性別に配慮したアプローチは、研究の最終段階だけ

ではなく、最初の段階（例：テーマ選択、方法論の構築）から組み込まれるべき

であり、科学研究及びその応用（影響評価を含む。）までの全過程を通じて存在

  
 10 「科学及び科学研究者に関する勧告」、第 13 パラグラフ (b)。 
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しなければならない。また、資金提供又は一般的な方針に関する決定も、性別に

配慮したものでなければならない。 

33. 性別に配慮したアプローチは、性と生殖に関する健康に対する権利との関係

で、特に重要である。締約国は、この権利に関して女性が必要とする、最新の科

学研究へのアクセスを保障しなければならない。「性と生殖に関する健康に対す

る権利に関する一般的意見第 22」で概説したとおり、締約国は、特に、差別禁止

及び平等に基づき、安全な最新の避妊法（緊急避妊、中絶薬、生殖補助医療、並

びにその他の性と生殖に関する物資及びサービスを含む。）へのアクセスを保障

するべきである。性と生殖に関する健康に関わる治療又は科学研究において、女

性の自由意思によるインフォームド・コンセントが保護されるよう、特に注意を

払うべきである。 

  障害者 

34. 障害者は、科学の基礎教育及び高等教育並びに科学分野の職業へのアクセス

を妨げる深刻な障壁（物理的な障壁、並びにコミュニケーション及び情報におけ

る障壁）のため、又は科学的進歩の成果が、障害者の特性及び特別なニーズを考

慮したものになっていないことにより、科学的進歩及びその応用に参加し、また、

これらの利益を享受する権利の享受に関して、深刻な差別を受けてきた。障害者

は、独自の視点と経験を科学界にもたらすことにより、この権利の促進に特に貢

献している。 

35. 締約国は、この権利の享受に関する障害者の差別を克服するため、最低でも

以下の措置及び政策を講じるべきである。(a) 障害者（複合的差別を受けている女

性障害者を含む。）による、科学関連の意思決定手続への参加及び貢献を促進す

る。(b)科学及びこれによる利益へのアクセスに関する統計（障害別に細分化した

もの）を作成する。(c)ユニバーサル・デザインの実現。(d)障害者による科学教育

及び科学分野の雇用へのアクセスを容易にする技術を推進する。(e)障害者が科学

教育及び科学分野の雇用にアクセスすることを可能にするため、また、科学的発

展の成果による利益の享受（科学的発展の成果が、障害者に合わせた形態で広め

られることを含む。）を障害者に保障するための合理的配慮を担保する。(f)障害

者の能力及び貢献に対する意識を高めるため、また、障害者に関するステレオタ

イプ及び悪しき慣行と闘うための適切な措置を講じる 11。 (g) 障害者が研究の対象

となる場合は、彼らの自由意思によるインフォームド・コンセントを確保する。 

  貧困に生きる人々、不平等と科学 

36. ここ数十年の間に不平等が拡大したことにより、法の支配は弱体化し、経済

的、社会的及び文化的権利の享受には悪影響が及んだ（A/HRC/29/3 を参照。）。

経済格差は、低所得世帯（特に、貧困に生きる人々）による科学教育及び科学的

進歩の成果への平等なアクセスを妨げている。このことは、ひいては経済格差を

さらに拡大させることにつながる。なぜなら、高所得世帯は、より優れた科学教

育を受け、非常に高価な最新の科学革新にアクセスすることができることから、

貧しい人々に比べて技術的に生産性が高くなる結果、格差は永続化し、そうした

格差を一見正当化する理由を与えてしまうからである。 

37. 平等は人権の中核である以上、国家は、科学的進歩及びその応用に参加し、

また、これらの利益を享受する権利への不平等なアクセスと実質的不平等との悪

循環を打破するために、あらゆる努力を尽くさなければならない。これは、3 要素

からなる方策を意味する。第 1に、締約国は、不平等を縮小する政策を採用するべ

きである。これは、本一般的意見の範囲を超えるテーマであるが、民主主義と人

権に関して現在議論されている中心的テーマである。第 2に、締約国は、貧困に生

きる人々による優れた科学教育へのアクセスを強化する、具体的方策をとる必要

がある。第 3に、国家は、特に貧困に生きる人々のニーズに資する科学的及び技術

  
 11 「障害者の権利に関する条約」、特に第 1 条〜第 9 条。 
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的革新を優先させ、また、こうした人々の技術革新へのアクセスを保障するべき

である。 

38. 国家は、貧困に生きる子供（特に、障害のある子供）に、科学的進歩及びそ

の応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利への完全なアクセスを保障

する措置を講じるべきである。こうした子供たちは、特にその人格、才能並びに

精神的及び身体的能力を最大限発達させることを可能にする教育ツール及び良質

な科学教育を通じて、特別な配慮及び支援を受ける権利を有するからである 12。 

  伝統的知識及び先住民 

39. 地方固有の知識、伝統的知識及び先住民の知識（特に、自然、種（動物、植

物、種子）及び彼らの財産に関する知識）は、貴重であり、世界規模の科学的対

話において果たすべき重要な役割を有している。国家は、様々な手段を利用して

（特別な知的財産制度を含む。）こうした知識を保護する措置、並びに地域の伝

統的コミュニティ及び先住民に帰属する、伝統的知識に対する所有権（ownership）
及び管理権（control）を保護する措置を講じなければならない。 

40. 世界中の先住民族及び地域コミュニティは、科学的進歩に向けた世界規模で

の知的対話に参加するべきである。これは、彼らの意見が貴重であるためであり、

また、科学が文化強制の手段として利用されるべきではないためでもある。締約

国は、先住民の自己決定を十分に尊重しつつ、こうした対話に参加するための教

育手段及び技術的手段を彼らに提供しなければならない。また、締約国は、先住

民の権利（特に、先住民の土地、アイデンティティ、並びに個人又は集団として

の先住民に帰属する知識から生じた精神的及び物理的利益の保護）を尊重し、保

護するために、あらゆる措置を講じなければならない。国家主体又は非国家主体

が、先住民に影響を及ぼす科学に関して研究若しくは決定を行い、若しくは政策

を策定する場合、又は先住民の知識を利用する場合は、自由意思によるインフォ

ームド・コンセントを事前に得るために、誠実に協議を行う必要がある。 

 C. 具体的な義務 

41. 締約国は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受す

る権利を尊重し、保護し、充足する義務を負う。 

  尊重義務 

42. 尊重義務は、権利の享受を直接的にも間接的にも妨害しないことを締約国に

義務付ける。尊重義務の例として、良質な科学教育へのアクセス及び科学分野で

の就職を妨げる障壁を除去すること、科学及び科学研究に対する人々の理解及び

敬意を弱めることを目的とする虚偽情報、誹謗中傷又は意図的誤報を流さないこ

と、ネット検閲又はインターネット・アクセスの恣意的制限（これらは、科学的

知識へのアクセス及び科学知識の普及を阻害する。）を廃止すること、並びに科

学者間の国際協力を妨げる障壁を課さず、又はそうした障壁を撤廃すること（た

だし、規約第 4 条に基づき、当該制約が正当化される場合を除く。）が挙げられ

る。 

  保護義務 

43. 保護義務は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受

する権利に対する、個人又は団体による妨害（例：知識へのアクセスを妨げるこ

とによる妨害、又は性別、性的指向、性自認若しくはその他の事情に基づく差別

による妨害）を阻止する措置を講じることを締約国に義務付ける。上記の個人又

は団体には、大学、学校、研究室、文化協会及び科学協会、入院患者、及び科学

実験にボランティアとして参加する被験者が含まれうる。保護義務の例として、

  
 12 「児童の権利に関する条約」、第 24 条及び第 29 条。 
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科学協会、大学、研究室及びその他の非国家主体が差別的基準を適用することが

ないよう徹底すること、倫理基準（責任ある研究、及び自由意思に基づく事前の

インフォームド・コンセントの担保を目的とするもの）に反する研究又は試験に

人々が参加しないよう阻止すること、私人及び民間団体が、虚偽又は誤解を招く

科学的情報を流布しないよう徹底すること、研究の方向性に不当な影響を与える

目的、又は研究者の科学の自由を制限する目的のために、科学機関に対する民間

投資が利用されることがないように徹底することが挙げられる。 

44. 締約国は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受す

る権利が、自らの属する家庭、社会又は文化的な文脈において害されている人々

を保護しなければならない場合もありうる。年齢又は能力により自ら選択するこ

とができない人々には、特別な保護を与えなければならない。例えば、両親が、

科学界が誤りとする根拠に基づき、子供にワクチンを接種させない判断を行った

場合、この両親の判断は、子供への危険を生じさせ、さらに、それまで制御され

ていた感染症が再流行する可能性を生じさせる点で、社会にも危険を及ぼす可能

性がある。こうした場合には、子供の最善の利益を最優先に考慮しなければなら

ない。自らが属する社会環境において、利用可能な最善の治療ではなく伝統的治

療を受けるべきとする強い圧力を受けている人々もいる。締約国は、すべての人

に対し、その治療の危険性及び利点を十分に認識した上で、治療を選択又は拒絶

する権利（ただし、規約第4条の基準を満たす制限に服する可能性がある。）を保

障しなければならない。また、国家は、最も弱い立場の人々に無知及び誤った期

待を植え付ける、疑似科学が発するメッセージについても、保護措置を講じなけ

ればならない。 

  充足義務 

45. 充足義務は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受

する権利を完全に実現するための立法措置、行政措置、予算措置及びその他の措

置を講じること、並びに上記権利を完全に実現するための効果的な救済方法を構

築することを締約国に義務付ける。これには、教育政策、補助金、参加手段、普

及、インターネット及びその他の知識源へのアクセスの提供、国際協力プログラ

ムへの参加、並びに適切な資金提供の保障が含まれる。 

46. 充足義務は、規約第 15 条 2 項（締約国は、科学の保存、発展及び普及に必

要な措置を講じなければならない旨が規定されている。）に強調して規定されて

いる。締約国は、人々による科学的進歩への参加を認める義務を負うだけではな

く、特に、教育及び（科学及び技術への）投資を通じて、科学的発展を積極的に

促進するべき積極的義務も負っている。これには、科学研究を促進する政策及び

法令を承認すること、予算内で適切なリソースを分配すること、並びに科学及び

技術の保存、発展及び普及を可能にする参加型の環境を広く整えることが含まれ

る。特に、上記は、学問の自由及び科学の自由（表現の自由、科学的情報を収集、

受領及び伝達する自由、結社の自由、並びに移転の自由を含む。）、すべての公

的主体及び民間主体の平等なアクセス及び参加、並びに能力開発及び教育を保護

し、促進することを意味する 13。 

47. 充足義務は、科学的進歩の応用による利益へのアクセスを創出し、保障する

上で、特に重要である。国家は、新技術又は科学的発展のその他の応用形式から

利益を享受する際に、人々が直面しうる障害を克服するために、利用可能なリソ

ースを最大限に用いるべきである。これは、障害者及び疎外されている集団につ

いては、特に重要である。科学的進歩及びその応用は、当該物資又はサービスを

必要としている人々にとって、できる限りアクセスが容易であり、かつ金銭的に

も負担可能なものとなっているべきである。様々な分野の公的機関には、こうし

た進歩及び応用から人々が排除されている現状を積極的に克服するための明確な

権限が付与されるべきである（特に、医療分野及び教育分野）。科学的進歩及び

  
 13 「科学的進歩及びその応用による利益を享受する権利に関するヴェネツィア声明」、第 13

パラグラフ。. 
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その応用に関する知識は、一般の人々が学校、総合大学、工科大学、図書館、博

物館、印刷媒体及び電子媒体、並びにその他のチャンネルを通じて、広くアクセ

ス及び利用することができるようになるべきである。年齢、言語又はその他の文

化的多様性に関連する、科学的知識及びその応用へのアクセスの問題を克服する

ためには、具体的なプログラムが必要である。 

48. すべての国家は、利用可能なリソースを最大限に用いて、科学の発展という

課題に貢献するべきである。貧しい国は応用科学のみに専念するべしという提言

は、実際には、国家間の知識及び力の格差と偏在を拡大させることとなる。  

49.  国家に課された、科学を普及させ、市民による参加を促進する義務の重要

性を軽視してはならない。科学、その方法及び結果に関する基本的知識は、エン

パワーされた市民（empowered citizen）であるために、また、他の権利（例：働

きがいのある人間らしい仕事（decent work）を得る権利）を行使するために必須

の要素となっている。国家は、科学的文献、データ及びコンテンツへの公平なオ

ープン・アクセスを保障するために、あらゆる努力を尽くさなければならない。

これには、科学的成果の公表、共有及び記録を妨げている障壁を取り除くことも

含まれる 14。しかし、国家が単独でオープン・サイエンスを実現することは不可能

である。これは、国以外のすべての利害関係者（科学者、大学、出版社、科学協

会、ファンディング・エージェンシー、図書館、メディア及び非政府組織を含

む。）が国内的にも国際的にも貢献するべき社会全体の課題である。これらの利

害関係者は、知識（特に、公的資金から補助金を得た研究の成果）を普及させる

上で、決定的に重要な役割を果たす。 

50. 科学者は、研究の自由、及び科学を普及させるべき国家の義務の帰結として、

原則的に、自身の研究結果を公表する権利を有する。この権利に対する制限は、

いずれも規約第 4条を満たすものでなければならない。特に、国家は、上記権利に

対する契約上の制限が、公益に適合した合理的かつ比例的なものであり、その研

究成果に貢献した科学研究者らに対する適切なクレジット及び謝辞を認めるもの

であることを担保するべきである。 

 D. 中核的義務 

51. 締約国は、中核的義務を優先事項として履行しなければならない。締約国が

中核的義務を果たさなかった場合、締約国は、規約に規定された権利の全体を考

慮しつつ、（自国における利用可能な最大限のリソースという点に関しては）個

別的に、また国際援助及び国際協力を通じて、中核的義務を充足するためのあら

ゆる合理的努力を尽くしたことを証明しなければならない。 

52. 締約国は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受す

る権利に関して、以下の中核的義務を負う。 

• 科学、科学的知識及びその応用に関連する施設、サービス、物資及び情報へ

の個人又は特定の集団によるアクセスを不当に制限する法律、政策及び慣行

を撤廃すること。 

• 女性及び少女による科学分野及び技術分野への参加を妨げる法律、政策、慣

行、偏見又はステレオタイプを特定し、それらを撤廃すること。 

• 規約第 4 条を満たさない、科学研究の自由に対する制限を除去すること。 

• この権利に関する参加型の枠組み法（権利侵害時の法的救済を含む。）を整

備すること。また、同権利の実現に向けた参加型の国家戦略又は行動計画

（科学の保存、発展及び普及に向けた戦略を含む。）を採用し、実施するこ

と。 

  
 14 「科学及び科学研究者に関する勧告」、第 13 パラグラフ(c) 及び第 36 パラグラフ。 
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• 科学的知識の理解及び応用に不可欠な基本的教育及び基本的技能へのアクセ

スを人々に保障すること。また、公立学校及び私立学校の科学教育において、

利用可能な最善の科学的知識が尊重されるよう徹底すること。 

• 科学的進歩の応用（健康に対する権利、並びにその他の経済的、社会的及び

文化的権利の享受に不可欠な応用）へのアクセスを保障すること。 

• 公的資源の配分に際し、人々（特に、弱い立場にある疎外された人々）の健

康、食料、並びに経済的、社会的及び文化的権利と幸福（well-being）に関

わるその他の基本的ニーズの科学的進歩に最も必要とされる分野の研究が優

先されるよう徹底すること。 

• 政府の諸政策及びプログラムを、一般的に認められた利用可能な最善の科学

的証拠に整合させるメカニズムを採用すること。 

• 医療従事者が、科学的進歩によりもたらされた最新技術及び医薬の使用及び

応用について、適切な訓練を受けるよう徹底すること。 

• 正確な科学情報の提供を奨励するとともに、科学及び科学研究に対する人々

の理解及び敬意を減退させる目的で虚偽情報、誹謗中傷又は意図的誤報を流

さないこと。 

• 疑似科学に依拠した、誤解を招く誤った慣行に起因する害悪から人々を保護

するためのメカニズムを採用すること（特に、他の経済的、社会的及び文化

的権利が危険に晒される場合）。 

• 人、物資及び知識の移動に対し、規約第 4 条で正当化される範囲を逸脱する

制限を課すことなく、科学分野における国際的連絡及び国際協力の発展を促

進すること。 

 V. 広く適用される特別なテーマ 

 A. 参加及び透明性 

53. 透明性の原則及び参加の原則は、科学を客観的かつ信頼性のあるものにする

上で、また、非科学的関心又は基本的人権原則と社会福祉に反する利益に科学が

支配されないようにする上で、必要不可欠である 15 。原則として、秘密主義及び

共謀は、人類に役立つ科学の公正性（integrity）に反する。したがって、締約国

は、実際の利益相反、又は利益相反と認識される状況（特に、政策立案者やその

他の公務員に対し、政策に関する助言を行う科学研究者が関与するもの）が適切

に開示及び規制される環境を作り出すことにより、利益相反に関するリスクを回

避する措置を講じるべきである 16。 

54. 科学的進歩の 1 つの明白な利点は、利用可能な最善の科学的証拠に可能な限

り基づいているべき意思決定及び政策に、科学的知識を活用することができる点

にある。国家は、自国の諸政策を、利用可能な最善の科学的証拠と整合させるよ

う努めるべきである。また、社会全体の科学に対する信用及び支援を増進させる

とともに、能動的市民（active citizen）が積極的に科学に関与する文化を推進す

るべきである。これらは、特に、科学的知識の創出及び利用について、情報に基

づく活発な民主的議論を行うこと、並びに科学界と一般社会との対話を通じて行

われるべきである 17。 

55. 科学の自由を十分に尊重しつつも、科学研究の方向性又は特定の技術的進歩

の採用に関する決定が、国民の精査又は市民参加の対象となるべき場合がある。

  
 15 「科学的進歩及びその応用による利益を享受する権利に関するヴェネツィア声明」、第 12

パラグラフ。 
 16 「科学及び科学研究者に関する勧告」、第 9 パラグラフ及び第 14 パラグラフ。 
 17 同上。第 5 パラグラフ(c)及び(g)。 
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科学又は技術に関する政策は、可能な限り、透明性のある参加型の手続を経て策

定されるべきであり、また、それに付随する透明性及び説明責任のメカニズムを

用いて実施されるべきである。 

 B. 参加の原則及び予防原則 

56. 参加には、特定の科学的進歩及びその応用に伴うリスクの管理に関する情報

を得る権利、及びかかる管理に参加する権利も含まれる。この文脈では、予防原

則（precautionary principle）が重要な役割を果たす。この原則は、科学的確証が

ない状況下で、ある措置又は政策が公衆又は環境に許容しえない危害をもたらす

可能性がある場合に、その危害を回避又は軽減する措置を講じることを要求する

原則である。許容しえない危害には、人間又は環境に対する危害であり、(a)人の

生命又は健康を脅かすもの、(b)深刻であり、実質的に不可逆的なもの、(c)現在又

は将来の世代に対して不公平なもの、又は(d)影響を受ける人々の人権を十分に考

慮せずに課されるものが含まれる 18。テクノロジー・アセスメント及び人権影響評

価は、科学的応用のプロセス及び利用の早期段階で、潜在的リスクを特定するの

に役立つ手段である。 

57. 予防原則の適用については、評価が分かれる場合がある。科学研究の自由に

対する制限は、規約第 4条に規定された場合に限り許容されるため、科学研究その

ものに予防原則を適用する場合は、特に問題となりやすい。反対に、科学的成果

の利用及び応用については、予防原則がより広く適用されている。この原則によ

り、人類に有益な科学的進歩が妨げられるべきではない。しかし、この原則によ

り、とりわけ人の健康及び環境に対するリスクへの対処が可能になるべきでる。

したがって、評価の分かれるケースでは、参加及び透明性が極めて重要になる。

なぜなら、社会が、情報に基づく参加型の透明な公開討議を通じて、当該リスク

を許容できるか否かを決定することを可能にするためには、一部の技術的進歩又

は科学研究が有するリスクとポテンシャルが公表されるべきであるからである。 

 C. 民間の科学研究及び知的財産 

58. 現代の世界では、企業及び非国家主体が、科学研究のかなりの部分を行って

いる。これは、規約に適合的であるだけではなく、科学的進歩及びその応用に参

加し、また、これらの利益を享受する権利の享受に有益となる可能性もある。し

かし、他の問題を考慮することなく科学研究を大幅に民営化すれば、上記権利の

享受に悪影響が生じる可能性もある。 

59. 民間主体が実施する科学研究は、場合により、利益相反を生じさせる可能性

がある（例：かつて一部のタバコ会社に関して利益相反が生じたように、企業が

自ら従事する経済活動類型に関係する研究を支援する場合）。こうした実際の利

益相反又は利益相反と認識される状況を開示するメカニズムを構築するべきであ

る。 

60. 民間の科学研究は、国際的及び国内的な知的財産法制度（これは、科学的進

歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利と複雑な関係性を

有する。）の発展と関係してきた。知的財産は、民間主体による科学研究への参

加を促す経済的インセンティブ（例：発明者の特許）により、科学及び技術の発

展を強化する一方で、少なくとも 3つの点で、科学の発展及びその利益へのアクセ

スに悪影響を及ぼす可能性がある。知的財産が、経済的、社会的及び文化的権利

を害することなく、その完全な享受に不可欠な研究及び革新を促進するよう徹底

するには、この 3 つの問題に取り組む必要がある。 

  
 18 科学的知識と技術の倫理に関する世界委員会「予防原則」（2005 年 UNESCO、パリ）14

頁。 
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61.  第 1 に、知的財産は、科学研究の資金供給に歪みを生じさせる可能性があ

る。民間の資金援助は、収益性の高い研究プロジェクトに集中する可能性がある

一方で、経済的、社会的及び文化的権利に不可欠な問題は企業にとって経済的魅

力に欠け、その問題に取り組むための資金提供が不足する可能性があるためであ

る。この状況は、顧みられない病気（neglected diseases）との関係で現に生じて

いる。第 2に、一部の知的財産規制は、一定期間にわたり、科学研究に関する情報

の共有を制限している（例：「TRIPS プラス」協定の一部で規定されている、特

許権者のためのデータ保護（data exclusivity））19。さらに、一部の科学出版物

の価格が非常に高額であることも、特に発展途上国において、低収入の研究者の

障害となっている。こうした制約のすべてが、科学の発展を妨げる。第 3に、知的

財産は、新たな研究活動を行うインセンティブを与えることで革新及び科学の発

展に重要な貢献をしている一方で、他の経済的、社会的及び文化的権利（例：健

康に対する権利）の享受に不可欠な科学的進歩の利益へのアクセスを希望する

人々に、重大な障害を課すこともありうる。特許は、特許権者が発明した製品又

はサービスの独占的利用権を一時的に特許権者に付与する。そのため、特許権者

は、当該製品やサービスの価格を決定することができる。特許件者が非常に高価

な価格設定を行うと、低収入の人々又は発展途上国がその製品やサービスにアク

セスすることは不可能になる。こうした事態は、一部の病気に罹患した人々の健

康及び生命に不可欠な新薬に関して、現に生じている。 

62. 国家は、知的財産が、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利

益を享受する権利に及ぼしうる悪影響を阻止しつつ、知的財産がこの権利に与え

るプラスの効果を増進するための適切な措置を講じるべきである。第１に、国家

は、知的財産に関連する資金供給の歪みに対処するため、国内的な努力により、

また、必要ならば国際協力及び技術協力を得ることにより、経済的、社会的及び

文化的権利の享受に重要な研究に対する十分な資金援助を行うべきである。国家

は、他のインセンティブ（例：成功した研究に対する報酬と将来の売上を切り離

す、いわゆる市場導入報奨金（market entry rewards））を利用して、本来なら

ば顧みられることのない分野における民間主体の研究を奨励することも可能であ

る。第 2に、国家は、自らが引き受けた国際人権上の義務に従い、知的財産に関す

る国内法規及び国際的合意において、知的財産の社会的側面を保障するためにあ

らゆる努力を尽くすべきである（E/C.12/2001/15 の第 18 パラグラフ）。科学的知

識及びその応用（特に、他の経済的、社会的及び文化的権利（例：健康、教育及

び食料に対する権利）の実現に関係するもの）のオープン・アクセス及び共有と

知的財産との間の均衡を実現しなければならない。繰り返しになるが、結局のと

ころ知的財産は社会的産物であり、社会的な機能を有する以上、締約国は、必須

医薬品、植物の種子若しくはその他の食料生産手段又は教科書及び教材にアクセ

スに対する法外に高い代価により、多くの人々の健康、食料及び教育に対する権

利が妨げられる事態を阻止する義務がある 20。 

 D. 他の権利との相互依存性  

63. 科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利は、

内在的価値（intrinsic value）を有する人権であるが、他の経済的、社会的及び文

化的権利（特に、食料及び健康に対する権利）の実現に不可欠な手段でもあるこ

とから、手段的価値（instrumental value）も有している。 

  
 19 世界保健機関（WHO）東南アジア地域事務局「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに関す

るテクニカルブリーフ：データ保護及び『TRIPS プラス』のその他の措置（Universal health 
coverage technical brief: data exclusivity and other ‘TRIPS-plus’ measures）」（2017 年） 。 

 20 経済的、社会的及び文化的権利委員会「一般的意見第 17」、第 35 パラグラフ。 
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  食料に対する権利 

64. 科学と技術の進歩は、農業生産性を向上させることで、1 人あたりの食料の

入手可能性の向上と飢餓の減少に寄与している。しかし、緑の革命（green 
revolution）関連の技術が環境に与える影響、及び技術提供者への依存度の増大に

伴うリスクを受けて、とりわけ国連総会において、小農及び農村で働くその他の

人々に、食料及び農業に関するシステムを決定する権利があることが認められる

に至った。この権利は、多くの国家及び地域において、食料主権（ food 
sovereignty）の権利として認められている 21。したがって、農業に関する科学的

進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利は、小農及び農

村で働くその他の人々が自身に最も適した技術を選択する権利を侵害するのでは

なく、むしろこれを保護するべきである。土壌有機物含有量及び炭素隔離の向上

並びに生物多様性の保護に資する、低投入型の地球に優しい農業手法に対しても

援助を行うべきである。 

65. さらに締約国は、農業研究及び農業開発が、小農及び農村で働くその他の

人々のニーズを汲み取ったものとなるよう徹底するために、また、優先順位の決

定並びに研究及び開発の実施における、彼らの積極的な参加を確保するために、

彼らの経験を考慮し、その文化を尊重しながら適切な措置を講じるべきである。

バイオ燃料及び殺虫剤に関する政策又は措置においては、相互に関連する複雑な

すべての要素と、利用可能な最善の科学的知識が考慮されるべきである。 

66. いずれの地域においても、食料不足は、非感染性疾患が拡大する主要因とな

っている。妊娠中及び子供が 2歳になるまでの期間に、栄養を十分に摂取すること

の長期的効果が証明されている以上、国家は、母乳代用品の販売促進活動の規制、

適切な授乳の習慣の利点に関する情報普及、及び母乳の授乳を容易にする環境整

備に向け、一層の対策を講じるべきである。また、国家は、農業開発への投資を、

穀物生産（例：米、小麦、トウモロコシ）の増大に排他的に集中させるのではな

く、健康的な食事の支援にも向けるべきである。これには、砂糖の過剰摂取を減

少させるための適切な措置も含まれる。穀物は、主に炭水化物の原料となるが、

タンパク質及び適切な食事に必須なその他の栄養素は相対的に乏しい 22。  

  健康に対する権利 

67. 科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利と、

健康に対する権利との関係は、明白かつ多様である。第 1に、科学的進歩は、病気

を予防する医学的応用（例：ワクチン）又はより効果的治療を可能にする医学的

応用を生み出す。したがって、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これら

の利益を享受する権利は、健康に対する権利を実現する手段となる。国家は、資

金援助又はその他のインセンティブを通じて、新たな医学的応用を生み出し、ま

た、その医学的応用をすべての人（特に、最も弱い立場にある人々）にアクセス

可能であり、かつ金銭的にも負担可能なものにするための科学研究を促進するべ

きである。特に、締約国は、規約に基づき、伝染病、風土病、職業病及びその他

の疾病を予防、抑圧及び治療するための、より優れた、よりアクセスしやすい手

段を向上させる科学的進歩を優先的に奨励するべきである（規約第 12条(2)(c)）。 

68. これに関して、科学研究は、薬物規制に関する国際諸条約 23に規定された一

部の物質による制約を受けている。こうした国際条約では、当該物質が、健康に

有害であり、科学的又は医学的価値を有しないものとして分類されている。しか

し、これらの分類の中には、それを証明する科学的裏付が不十分な中で作成され

  
 21 「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」、第 15 条 4 項。 
 22 Emile Frison 他「農業生物多様性、栄養及び健康：発展途上国の飢餓及び栄養に変化をも

たらす（Agricultural biodiversity, nutrition and health: making a difference to hunger and nutrition 
in the developing world）」Food and Nutrition Bulletin 第 27 巻 2 号（2006 年 7 月）。 

 23 「麻薬に関する単一条約」（1961 年）、「向精神薬に関する条約」（1971 年）及び「麻薬
及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」（1988 年）を参照。 
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たものも含まれる。なぜなら、現在、そうした物質の多くについて、医学的用途

に関する信頼に足る証拠が存在するためである（例：特定のてんかん治療に使用

される大麻）。したがって、締約国は、規制薬物に関する自国の政策を定期的に

見直すことにより、国際的薬物規制制度に基づく義務の遵守と、科学的進歩及び

その応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利の尊重義務、保護義務及

び充足義務とを調和させるべきである。これらの物質に関する研究を禁止するこ

とは、原則として同権利の制限に該当するため、規約第 4条の要件を満たす必要が

ある。さらに、こうした規制薬物が健康に有用である可能性があることを踏まえ

れば、かかる制限は、規約第 12 条に基づく締約国の義務との関係でも比較衡量さ

れるべきである。 

69. 第 2 に、科学的進歩の応用の中には、知的財産制度で保護されるものもある。

科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利は、国家

が、知的財産権の実現のために健康に対する権利が犠牲にされることがないよう

担保するのを後押しする。この権利は、人権（健康に対する権利）と財産権との

重要な仲介役になる。世界貿易機構（WTO）の「2001 年 TRIPS 協定と公衆衛生

に関する宣言」に規定されているとおり、知的財産制度は、国家の「公衆衛生を

保護する義務、及び、特に、すべての人の医薬品へのアクセスを促進する義務」

を支持する方法で解釈及び実施されるべきである。したがって、締約国は、特に

最も不利な立場にある集団に、必須医薬品へのアクセスを保障するため、必要な

場合には、TRIPS 協定で認められている一切の柔軟性（例：強制実施権許諾）を

活用するべきである。また、締約国は、合理的期間内に、同一の病気に使用され

る安全かつ効果的なジェネリック医薬品の生産を可能にするため、新薬について、

過度に長期にわたる特許権保護を与えるべきではない。 

70. 第 3 に、締約国は、すべての人（特に、最も弱い立場に置かれている人々）

が、差別を受けることなく、到達可能な最高水準の健康を享受するために必要と

される利用可能な最善の科学的進歩の応用を利用し、これにアクセスすることが

できるようにする義務を負っている。締約国は、利用可能なリソース（国際支援

及び国際協力を通じて得られるリソースを含む。）を最大限に用い、経済的、社

会的及び文化的権利の全体を考慮して、この義務を果たさなければならない。経

済的、社会的及び文化的権利の充足に利用できる資源をより有効に活用するため、

国内の医療保険制度では、安全かつ効果的なジェネリック医薬品を、先発医薬品

よりも優先させるべきである。 

71. 第 4 に、科学研究は、健康リスク（被験者への健康リスクと、研究の応用に

起因する健康リスクの双方を含む。）を生じさせる可能性がある。締約国は、予

防原則を慎重に適用すること、及び被験者を保護することを通じて、このリスク

を防止及び軽減するべきである。国家は、特に、医薬品及び治療法（薬物依存の

分野を含む。）が根拠に基づいていることを担保するため、また、患者が適切な

インフォームド・コンセントを行うことができるよう、付随するリスクが適切に

評価され、それが明確かつ透明性のある方法で伝えられるよう徹底するために、

あらゆる努力を尽くすべきである。 

 E. 新興技術のリスク及び将来性 

72. 急速かつ劇的な技術変革により、物理的世界、デジタル世界及び生物学的世

界の境界線は曖昧になりつつある。これは、人工知能、ロボット工学、3D プリン

ティング、バイオテクノロジー、遺伝子工学、量子コンピュータ及びビッグデー

タ管理といった分野における科学的・技術的発展の融合が進んでいるためである。

こうしたイノベーションは、社会及び人の行動を変化させるだけではなく、遺伝

子工学、又は生物学的機能を一部変化させる技術装置を人体に埋め込むことによ

り、人類自体を変化させる可能性もある。 

73. こうした新興技術は、一方では、経済的、社会的及び文化的権利の享受を増

進させる。例えば、製造業又はサービス業に人工知能を用いることにより、生産
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性及び効率は大幅に向上する可能性がある。また、バイオテクノロジーにより、

様々な病気の治療が可能になる可能性もある。他方で、こうした変革が、失業及

び労働市場における分離を増大させ、社会的不平等が拡大する可能性や、人工知

能に組み込まれたアルゴリズムにより差別が強化される可能性もある。 

74.  締約国は、こうした新興技術のリスクを低減させつつ、新興技術による利益

を増大させる政策及び措置を採用しなければならない。しかし、新興技術とその

影響が有する性質は多様であるため、これを簡単に解決する方法は存在しない。

したがって、当委員会は、これらの新興技術が経済的、社会的及び文化的権利の

享受に与える影響を常に注視する。当委員会は、今後も以下の 3点が重要であると

考える。第 1に、新興技術を効果的に統制するには、国際的な規制が不可欠である

ため、この分野における国際協力が強化されるべきである。これらの超国家的技

術に対して各国が個別的に対応すれば、経済的、社会的及び文化的権利の享受に

有害な統治の間隙が生じ、技術的及び経済的格差は永続することになるだろう。 

75. 第 2 に、新興技術の発展及び利用に関する決定は、人権の枠組み内で、総合

的かつ包摂的な視点から行われるべきである 24。この領域では、人権に関する分野

横断的なすべての原則（例：透明性、差別禁止、説明責任及び人間の尊厳の尊重）

が極めて重要になる。例えば、締約国は、差別を回避するように自律知能システ

ムが設計されること、自律知能システムが行った判断の説明を可能にすること、

そして自律知能システムを利用することに関する説明責任を可能にするためのメ

カニズムを構築するべきである。さらに、締約国は、非国家主体（特に、大規模

なテクノロジー企業）に人権デュー・デリジェンスの義務を課すための法的枠組

み 25を構築するべきである（A/74/493 を参照。）。この法的枠組みには、人工知

能システム及びその他の技術のインプット及びアウトプットの両段階における差

別の防止を企業に義務付ける措置が含まれるべきである。 

76. 第 3 に、これらの新興技術に関連する諸側面の中でも、経済的、社会的及び

文化的権利の享受に特別な影響を与えるものについては、特に注意を払うべきで

ある。例えば、締約国は、科学的及び技術的発展により一時的又は長期的に失業

するおそれのある人々に、職業訓練及びその他の就職機会が与えられ、そうした

機会を求めることが推奨されるよう保障する政策を採用するべきである。さらに、

新たに生まれている格差は、大量データのアクセス、保管及び利用を行う一部企

業の能力と強く関連していることを踏まえれば、人権原則に則い、データの帰属

及び管理を規制することが極めて重要となる。 

 VI. 国際協力 
77. 規約第 2条並びに国連憲章の第 55条及び第 56 条で規定されている、すべて

の経済的、社会的及び文化的権利の実現に向けて国際協力を行う義務は、科学的

進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利との関係では一

層強調される。なぜなら、規約第 15 条 4 項において、「締約国は、科学及び文化

の分野における国際的な連絡及び協力を奨励し、発展させることによって得られ

る利益を認める」と明確に規定されているためである。国家は、科学の発展と、

科学の発展の応用による利益の享受を可能にする世界的な環境を促進するため、

立法及び政策（外交関係及び対外関係を含む。）による措置を講じる必要がある。 

  
 24 「デジタル相互依存の時代：国連事務総長のデジタル協力に関するハイレベル・パネルに

よる報告書（The Age of Digital Interdependence: report of the UN Secretary-General’s 
High-level Panel on Digital Cooperation）」を参照。以下で参照可能。
https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-
web-FINAL-1.pdf 

 25 経済的、社会的及び文化的権利委員会「ビジネス活動の文脈において、経済的、社会的及
び文化的権利に関する国際規約に基づき国家が負う義務に関する一般的意見第 24
（2017）」、第 16 パラグラフ。 

https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-web-FINAL-1.pdf
https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-web-FINAL-1.pdf
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78. このように国際協力の義務が強化されることについては、いくつかの重要な

根拠及び側面がある。第 1に、科学分野の中には、全世界的な取組みを必要とする

ものもあることから、科学的進歩を促進するために、科学者間での国際協力が推

進されるべきである。したがって、国家は、科学研究者が「国際的な科学技術界」
26に参加することを可能にし、これを奨励する措置を講じるべきである。その手段

としては、特に、自国内外における科学研究者の移動を容易にすること、並びに

科学研究者がデータ及び教育的資源を自由に国際的に共有することを可能にする

政策（仮想大学）を策定することが挙げられる 27。 

79. 第 2 に、科学及び技術に関する国家間の格差は大きいことから、国際協力が

不可欠である。発展途上国は、経済的又は技術的制約により、国際支援及び国際

協力を得る必要がある場合は、規約に基づく自国の義務を遵守するために、これ

を求めるべきである。先進諸国は、発展途上国における科学及び技術の発展に貢

献するべきであり、その実現に向けた措置を講じるべきである（例：開発援助の

配分、発展途上国における科学教育、科学研究及び科学研修を設立及び改善する

ための資金提供、すべての国のニーズを満たすために、先進諸国と発展途上国の

科学界同士での協力関係を推進すること、並びに国内法を尊重しつつ、発展途上

国の発展を支援すること）。研究結果及びその応用へのアクセスを規制する場合

は、発展途上国及びその国民が、当該成果（例：必須医薬品）に手頃な価格でア

クセスすることができるような態様で行われるべきである。先進国は、科学者の

職業選択の権利を尊重する一方で、頭脳流出の影響を特定するとともに、これを

助長するのではなく、これに対処するための合理的な政策を実施するべきである 28。 

80. 第 3 に、科学的進歩による利益及び応用は、国際社会（特に、発展途上国、

貧困に生きる共同体、及び弱い立場にあり、特別なニーズを抱えた集団）と共有

されるべきである。これは、当該利益が経済的、社会的及び文化的権利の享受に

関係する場合は、特に当てはまる。 

81. 第 4 に、科学及び技術に関して世界が直面している切実なリスク（例：気候

変動、生物多様性の急速な低下、危険な技術の発達（例：人工知能による自律型

兵器）又は大量破壊兵器（特に核兵器）の脅威）は、超国家的な問題であり、強

固な国際協力なしに十分な対処を行うことは不可能であることから、国際協力は

不可欠である。国家は、こうしたリスクの現実化を阻止するため、又はその影響

を軽減させるための多国間協定を推進するべきである。また、国家は、他国と協

力して、バイオピラシー並びに臓器、生体組織、標本、遺伝資源、及び遺伝関連

素材の違法売買に対抗する措置を講じるべきである 29。 

82. 国際的脅威に対抗するために科学に関する国際協力が必要となる重要な例と

して、パンデミックが挙げられる。ウィルスやその他の病原菌に国境はない。適

切な措置が取られなければ、地域的な流行は、壊滅的結果をもたらすパンデミッ

クに急速に拡大しうる。この分野における世界保健機関（WHO）の役割は、依然

として極めて重要であり、これに対して支援が行われるべきである。パンデミッ

クと効果的に闘うには、国内的対策では不十分であり、国家がより積極的に科学

的な国際協力に注力することが必要となる。例えば、潜在的な病原体に関する科

学情報を共有するなど、国際協力を強化することにより、諸国家及び国際機関が

将来的にパンデミックに対抗するための準備体制を強化することが可能となる。

また、パンデミックに拡大する可能性のある新たな感染症に関して、諸国家から

提供された透明性のあるタイムリーな情報に基づき、早期段階で警告を行うため

のメカニズムを改良するべきである（このメカニズムにより、感染症を抑制し、

パンデミックを阻止するために、早期段階で、最善の科学的証拠に基づく介入を

行うことが可能になる。）。パンデミックが拡大した場合は、感染症の影響を軽

減するとともに、効果的な治療法及びワクチンの開発を早めるため、最善の科学

  
 26 「科学及び科学研究者に関する勧告」、第 31 パラグラフ。 
 27 同上、第 18 パラグラフ。 
 28 同上。 
 29 同上。 
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的知識及びその応用（特に、医学分野の科学的知識及び応用）を共有することが

極めて重要になる。パンデミック終息後は、教訓を得るため、また、将来のパン

デミックへの備えを強化するために、科学研究を推進するべきである。 

83. 国家は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する

権利の完全な実現に関する域外義務も負っている。特に締約国は、国際協定の交

渉又は国内的な知的財産制度の採用に際して、伝統的知識の保護、及び科学的知

識への貢献に対する適切なクレジットを確保するとともに、知的財産制度が同権

利の享受を促進するものとなるよう徹底するべきである 30。これらの二国間協定及

び多国間協定は、発展途上国が、科学的知識の生成及び共有、並びに科学的知識

の応用による利益の享受に参加する能力を向上させることを可能にするものであ

るべきである。国際機関の加盟国として意思決定に参加する締約国は、自らに課

された人権上の義務を無視することはできないことを想起された い

（E/C.12/2016/1 を参照。）。したがって、締約国は、科学的進歩及びその応用に

参加し、また、これらの利益を享受する権利の尊重、保護及び充足を担保するた

めに努力し、そのために国際機関での議決権を行使するべきである。 

84. 締約国は、同国が監督権を行使しうる多国籍企業が、科学的進歩及びその応

用に参加し、また、これらの利益を享受する権利を尊重するために相当な注意

（due diligence）を払うよう、当該企業の行動を規制し、監視する義務も負って

いる 31 。締約国は、当該会社の被害者に対して救済手段（司法上の救済方法を含

む。）を与えるべきである。 

 VII. 国内における実施 
85. 締約国には、すべての経済的、社会的及び文化的権利（科学的進歩及びその

応用に参加し、また、これらの利益を享受する権利を含む。）を完全に実現させ

るために最も適切と考える措置を選択するに際し、幅広い裁量が認められる 32。し

かし、締約国は、少なくとも 4 種類の措置を講じるべきである。 

86. 第１に、締約国は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益

を享受する権利が差別なしに完全に享受されることを保障するとともに、科学と

技術の保存、発展及び普及を可能にする参加型の環境を作り出す、規範的枠組み

を整備するべきである。この枠組みには、特に、科学的進歩へのアクセスの保護

（特に、最も困窮した人々の、他の経済的、社会的及び文化的権利に関わる場

合）、規約第 4条に適合する制約を前提とした研究の自由の保護、科学研究におい

て倫理及び人権が尊重されるよう担保する措置（必要に応じて、倫理委員会を設

立することを含む。）、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益

を享受する権利と知的財産とを調和させる措置、並びにあらゆる形態の差別に対

する十分な保護が含まれるべきである。 

87. 第 2 に、締約国は、科学的進歩を促進し、その結果及び成果をすべての人に

差別なく広めるための国内行動計画を策定するべきである。この行動計画は、

様々な科学的取組みがまとまりのない分断的な方法で行われるのではなく、科学

の保護、保存及び普及に向けた一元的取組の一環として行われるようにするのに

役立つ。この行動計画には、とりわけ、科学的進歩の応用に対する差別のないア

クセスを促進する措置（特に、当該応用が経済的、社会的及び文化的権利の享受

に必要である場合）、同国の人的及び制度的な科学的能力を強化する措置、十分

な公的資金の提供（特に、人々のニーズを満たす上で重要な研究への資金提供、

及び、とりわけ伝統的に科学分野における差別を受けてきた集団による科学教育

へのアクセスを促進するための資金提供）、科学的調査を行う文化を推進し、科

学に対する国民の信頼及び社会における支援を促進するメカニズム（特に、科学

的知識の創出及び利用について、情報に基づく活発な民主的議論、及び科学界と
  

 30 同上。 
 31 一般的意見第 24、第 31 パラグラフ〜第 33 パラグラフ。 
 32 一般的意見第 21、第 66 パラグラフ。 
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一般社会との対話を手段とするもの）、疑似科学に基づくミスリーディングな誤

った慣行から人々を保護するメカニズム（特に、他の経済的、社会的及び文化的

権利が危険に晒されている場合）、科学における倫理を確保するための措置

（例：研究プロジェクトに関する倫理的、法的、科学的及び社会的問題に関する

評価を行う、独立した学際的かつ多元的な倫理委員会を設立又は推進すること）、

並びに科学研究の職業面及び物質面での環境を向上させる措置が含まれるべきで

ある 33。 

88. 第 3 に、締約国は、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益

を享受する権利の実現状況を効果的に監視することを可能にする、適切な指標及

びベンチマーク（細分化された統計及びタイムフレームを含む。）を定めるべき

である。 

89. 第 4 に、科学的進歩及びその応用に参加し、また、これらの利益を享受する

権利は、他のすべての権利と同様に、強制可能であるべきであり、したがって司

法判断が可能であるべきである 34。締約国は、この権利の侵害を防止し、これが侵

害された場合には、その被害者に司法的、行政的及びその他の救済手段を保障す

る効果的なメカニズム及び体制を構築するべきである（ただし、そのようなメカ

ニズムが存在しない場合に限る。）。この権利は、国家の作為だけではなく、不

作為によっても侵害され、又は脅かされる可能性があるため、救済方法は、いず

れのケースにおいても効果的なものでなければならない。 

    

  
 33 「科学及び科学研究者に関する勧告」、第 4 パラグラフ〜第 6 パラグラフ。 
 34 経済的、社会的及び文化的権利委員会「規約の国内適用に関する一般的意見第 9

（1998）」を参照。 


