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Preamble 序 	
 
The sharing of genomic and health-related data for biomedical research is of key importance in
ensuring continued progress in our understanding of human health and wellbeing. The challenges
raised by international, collaborative research require a principled but nevertheless practical
Framework that brings together regulators, funders, patient groups, information technologists,
industry, publishers, and research consortia to share principles about data exchange. Such a
Framework will facilitate responsible research conduct.
生物医学研究のためにゲノム及び健康関連データを共有することは、人間の健康と福祉に
対する理解を深めていくうえで不可欠である。国際的な共同研究によってもたらされる課
題を解決していくためには、一定の原則に基づきながらも実用性の高い枠組みが必要であ
り、それによって規制当局、資金提供者、患者団体、情報技術者、企業、出版社、研究コ
ンソーシアムの結束がもたらされ、データ交換に関する原則が共有される。こうした枠組
みによって、責任ある研究活動が円滑に進められるであろう。	
 
This Framework is developed under the auspices of the Global Alliance for Genomics and Health. Its
mission is to accelerate progress in human health by helping to establish a common Framework of
harmonized approaches to enable effective and responsible sharing of genomic and clinical data and
to catalyze data sharing projects that drive and demonstrate the value of data sharing.
本枠組みは、Global Alliance for Genomics and Health の主導の下で起草されている。その使
命は、ゲノム及び臨床データを効果的に、かつ、責任をもって共有できるような、調和の
取れたアプローチによる共通の枠組みの構築を支援するとともに、データ共有の価値を活
かしてそれを示すようなデータ共有プロジェクトを活性化することにより、人間の健康の
向上を促進することである。	
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This Framework provides guidance for the responsible sharing of human genomic and health-related
data, including personal health data and other types of data that may have predictive power in relation
to health. In particular, it highlights, and is guided by, Article 27 of the 1948 Universal Declaration
of Human Rights. Article 27 guarantees the rights of every individual in the world “to share in
scientific advancement and its benefits” (including to freely engage in responsible scientific inquiry),
and at the same time “to the protection of the moral and material interests resulting from any
scientific…production of which [a person] is the author.” (As set out in Appendix 1, many other
international conventions and national laws, regulations, codes and policies also guide responsible
data sharing behavior).
本枠組みは、ヒトゲノム及び健康関連データを、責任をもって共有する際の指針を提供す
る。対象とするデータには、個人の健康データに加え、健康状態を予測できるようなデー
タも含まれる。特に本枠組みは、1948 年の世界人権宣言第 27 条を重視し、拠りどころとし
ている。同条は、世界中のすべての人が「科学の進歩とその恩恵にあずかる権利」を有し
ていること（自由に責任ある科学研究に従事することを含む）、さらには「（ある人が著
者として）科学的…産物から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利」を保証して
いる（附表１に列挙しているように、他の多くの国際条約や国内法令、規則、規範、方針
もまた、責任あるデータ共有活動の手引きとなっている）。	
 
This Framework is guided by the human rights of privacy, non-discrimination and procedural fairness.
At the same time, it considers all human rights principles relevant, complementary and interrelated,
founded as they are on respect for human dignity. Since science proceeds only with the broad support
of society, respect for all persons is a primary driver underlying all other derived principles. In
particular, this Framework establishes a set of foundational principles for responsible research
conduct and oversight of research data systems in the realm of genomic and health-related data
sharing. It interprets the right of all people to share in the benefits of scientific progress and its
applications as being the duty of data producers and users to engage in responsible scientific inquiry
and to access and share genomic and health-related data across the translation continuum, from basic
research through practical applications. It recognizes the rights of data producers and users to be
recognized for their contributions to research, balanced by the rights of those who donate their data.
In addition to being founded on the right of all citizens in all countries to the benefits of the
advancements of science, and on the right of attribution of scientists, it also reinforces the right of
scientific freedom.
本枠組みは、プライバシー、差別禁止及び手続きの公正性に関する人権に準拠している。
同時に、本枠組みにおいては、すべての人権原則は相互に関連し補完しあうものであり、
人間の尊厳に敬意を払ってこそ成り立つものと認識されている。科学の進展には社会から
の幅広い支援が不可欠であるため、あらゆる人間を尊重するという態度は、すべての原則
の根底の主要な推進力となる。特に本枠組みでは、ゲノム及び健康関連データの共有にお
ける責任ある研究活動および研究データシステムの管理に関する基本原則を提案する。そ
こでは、すべての人が科学の進歩とその実用からの恩恵を受ける権利をもつことが、デー
タ作成者や利用者が基礎研究から実際の実用に至るまでの全過程を通して責任ある科学研
究に従事し、ゲノム及び健康関連のデータを利用し共有していく義務を持つことであると
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解釈されている。データ作成者及び利用者が研究に対する自身の貢献を評価される権利は、
データを提供した人々の権利とバランスを保った上で、認められている。本枠組みは、す
べての国々の全市民が科学の進歩の恩恵を受ける権利や、科学者の貢献が評価される権利
に基盤を置くとともに、科学の自由の権利を確固たるものにするという役割を持っている。	
 
The value of this Framework is that it: offers political and legal dimensions that reach beyond the
moral appeals of bioethics and provides a more robust governance framework for genomic and
health-related data sharing; speaks to groups and institutions, not just individuals; stresses the
progressive realization of duties; and urges action by governments, industry, funders, publishers, and
researchers to create an international environment for responsibly sharing data.
本枠組みの重要性としては、以下の点が挙げられる。すなわち、生命倫理の道義的要請を
超えた政治的・法的側面を提案し、ゲノム及び健康関連データの共有に向けたより強固な
ガバナンスの枠組みを提供すること、個人のみならずグループや機関にも働きかけること、
義務の先進的な遂行を強調すること、ならびに政府、企業、資金提供者、出版社、研究者
による責任あるデータ共有を可能にする国際環境の創出を促すことである。	
 
This Framework will be elaborated by subsequent Policies (Appendix 2) on particular issues such as
ethical governance, consent, privacy and security. The Framework and its subsequent Policies should
be used in projects around the world (whether Global Alliance “inspired” or not) such that they
become the tools that approval entities, recognized by different jurisdictions, will turn or refer to for
guidance. Recognizing diversity of legal and ethical approaches and being responsive to emerging
issues, both this Framework and its Policies are intended to provide leadership in this domain for
wider discussion.
本枠組みは、倫理ガバナンス、十分な説明に基づく同意（インフォームドコンセント）、
プライバシー、セキュリティといった具体的な課題に関する今後の方針（附表 2）によって、
より綿密に作り込まれていくであろう。本枠組みや今後の方針は（グローバル・アライア
ンス[Global Alliance for Genomics and Health]が「触発した」かどうかにかかわらず）世界中
のプロジェクトで用いられ、さまざまな法的管轄域において認められた組織によって、手
引きとして参照されるようなツールとなることが期待される。法的・倫理的取り組みの多
様性を受け入れ、新たに生じる問題に対応していくことで、本枠組みとその方針はより広
範な議論を促進するため、この分野においてリーダーシップを発揮する狙いがある。	
 
	
 

I.

Purpose and Interpretation 目的と解釈	
 
	
 
1. Purpose. The purpose of this Framework is to provide a principled and practical framework for
the responsible sharing of genomic and health-related data. Its primary goals are to:	
 
目的：本枠組みの目的は、ゲノム及び健康関連データの責任ある共有のため、原則的か
つ実用的な枠組みを提供することである。その主な目標は以下の通りである。	
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i. Protect and promote the welfare, rights, and interests of individuals from around the world
in genomic and health-related data sharing, particularly those who contribute their data for
biomedical research;	
 

ゲノム及び健康関連データを共有するにあたり、世界中の個人（特に生物医学研
究のためにデータを提供する個人）の福祉、権利及び利益を保護し、それを向上
させること	
 
ii. Complement laws and regulations on privacy and personal data protection, as well as
policies and codes of conduct for the ethical governance of research;	
 

プライバシー及びパーソナルデータの保護に関する法令及び規則、ならびに研究
の倫理ガバナンスに関する方針及び行動規範を補完すること	
 
iii. Foster responsible data sharing and oversight of research data systems;	
 

責任あるデータ共有及び研究データシステムの管理を促進すること	
 
iv. Establish a framework for greater international data sharing, collaboration and good
governance;	
 

より大規模な国際的データ共有、協働、及び優れたガバナンスのための枠組みを
確立すること	
 
v. Serve as a dynamic instrument that can respond to future developments in the science,
technology, and practices of genomic and health-related data sharing;	
 

ゲノム及び健康関連データの共有に関する科学、技術、実践における将来の発展
に対応できる有力な手段としての役割を果たすこと	
 
vi. Serve as a tool for the evaluation of responsible research by research ethics committees and
data access committees; and	
 

研究倫理委員会及びデータアクセス委員会による責任ある研究の評価のためのツ
ールとしての役割を果たすこと	
 
vii. Provide overarching principles to be respected in developing legally-binding tools such as
data access agreements.	
 

データアクセス契約などの法的拘束力のある手段を開発するうえで尊重されるべ
き包括的な原則を示すこと	
 
2. Interpretation. Without ascribing legal meaning, this Framework should be interpreted in good
faith and is to be understood as a whole. The Foundational Principles and Core Elements are to be
understood as complementary and interrelated, as appropriate and relevant in different contexts,
countries and cultures. This Framework will be supported by Policies for guidance in particular
issues such as, but not limited to, ethical governance, privacy and security, and consent. For the
purposes of this Framework, “data sharing” includes data transfer or data exchange between data
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users, or where data are made available to secondary researchers, either openly or under specified
access conditions.	
 
解釈：本枠組みは、その法律上の意味にこだわることなく誠実に解釈され、全体として
理解されることが強く望まれる。基本原則と中心的要素は、さまざまな状況、国、文化
において相互に関連し補完し合うものとして、また適切かつ重要なものとして理解され
るべきである。本枠組みは、倫理ガバナンス、プライバシーとセキュリティ、インフォ
ームドコンセント、あるいはそれ以外の特定の課題における手引きとなる方針によって
裏付けられることになる。本枠組みの目的においては、「データ共有」には、データ利
用者間あるいはデータが研究者の二次利用に供される際に行われる、オープンあるいは
特定のアクセス条件の下でのデータ譲渡やデータ交換が含まれる。	
 

	
 
Application 応用	
 
	
 

II.

This Framework is intended for all entities or individuals providing, storing, accessing, managing or
otherwise using genomic and health-related data, including data donors, users, and producers. This
includes, but is not limited to, researchers, research participants and patient communities, publishers,
research funding agencies, data protection authorities, hospitals, research ethics committees, industry,
ministries of health, and public health organizations.
本枠組みの対象は、提供、保存、アクセス、管理又はその他の形でゲノム及び健康関連デ
ータを利用するすべての組織又は個人であり、データの提供者、利用者、作成者を含む。
具体的な対象の例として、研究者、研究参加者や患者コミュニティ、出版社、研究資金配
分機関、データ保護当局、病院、研究倫理委員会、企業、保健省、公衆衛生機関などが挙
げられる。	
 
	
 

III.

Foundational Principles 基本原則	
 
	
 
The Foundational Principles of this Framework guide the responsible sharing of genomic and healthrelated data. They also facilitate compliance with the obligations and norms set by international and
national law and policies.
本枠組みの基本原則は、ゲノム及び健康関連データの責任ある共有の指針となるものであ
る。それらはまた、国際及び国内の法律や政策で規定された義務や規範の遵守を促すもの
でもある。	
 

Foundational Principles for Responsible Sharing of
Genomic and Health-Related Data
ゲノム及び健康関連データの責任ある共有に関する基本原則	
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• Respect Individuals, Families and Communities	
 個人や家族、コミュニティ
を尊重するものでなければならない。	
 
• Advance Research and Scientific Knowledge 研究及び科学的知識を発展さ
せるものでなければならない。	
 
• Promote Health, Wellbeing and the Fair Distribution of Benefits 健康及び福祉
と利益の公正な分配を促すものでなければならない。	
 
• Foster Trust, Integrity and Reciprocity 信頼性、インテグリティ（整合性、
健全性）及び互恵性を高めるものでなければならない。	
 
	
 
	
 

Core Elements of Responsible Data Sharing 責任あるデータ共有の中心
的要素	
 
	
 

IV.

It is good practice for those involved in genomic and health-related data sharing to have core
elements of responsible data sharing in place. The following Core Elements of the Framework aid in
the interpretation of the Foundational Principles to individuals and organizations involved in the
sharing of genomic and health-related data. The Core Elements should be interpreted in a
proportionate manner that acknowledges different levels of risk and community cultural practices.
This Framework applies to use of data that have been consented to by donors (or their legal
representatives) and/or approved for use by competent bodies or institutions in compliance
with national and international laws, general ethical principles, and best practice standards
that respect restrictions on downstream uses. Endorsement of the Framework does not preclude
the development of particular guidance via Policies for specific populations (e.g. children) or issues
(e.g. ethical governance, privacy and security, and consent).
ゲノム及び健康関連データの共有に関わる人々にとって、責任あるデータ共有の中心的要
素を定めておくことはよい方法である。以下に挙げる本枠組みを構成する中心的要素は、
ゲノム及び健康関連データの共有に関わる個人や機関が基本原理を解釈する際に有用とな
る。中心的要素は、リスク及びコミュニティの文化慣行に様々な違いがあることを認識し
た、バランスある態度で解釈される必要がある。本 枠 組 み は 、 提 供 者 （ 又 は 法 律 に 基 づ
く代理人）の同意が得られているデータ、若しくはデータ利用に対する規制に配慮
した国内及び国際法、一般的な倫理原則、ならびに先々の利用における規制を尊重
するようなベストプラクティスに基づく基準を遵守した審理権を有する団体又は機
関 に よ っ て 利 用 を 承 認 さ れ た デ ー タ を 使 用 す る 場 合 に 適 用 さ れ る 。 本枠組みの是認に
よって特定の集団（小児など）や特定の問題（倫理ガバナンス、プライバシーとセキュリ
ティ、インフォームドコンセントなど）に対する特定のガイダンスの策定が妨げられるこ
とはない。	
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Core Elements of Responsible Data Sharing
責任あるデータ共有の中心的要素	
 
€ Transparency 透明性	
 
• Develop clearly defined and accessible information on the purposes, processes, procedures

•

•

and governance frameworks for data sharing. Such information should be presented in a
way that is understandable and accessible in both digital and non-digital formats. データ
共有の目的、過程、手続き及び共有のためのガバナンスの枠組みについて、明確
でアクセス可能な情報を作成すること。そのような情報は、デジタル及びアナロ
グの両形式により、理解可能で利用しやすい形で提示されるべきである。	
 
	
 
Provide clear information on the purpose, collection, use and exchange of genomic and
health-related data, including, but not limited to: data transfer to third parties; international
transfer of data; terms of access; duration of data storage; identifiability of individuals and
data and limits to anonymity or confidentiality of data; communication of results to
individuals and/or groups; oversight of downstream uses of data; commercial involvement;
proprietary claims; and processes of withdrawal from data sharing. ゲノム及び健康関連
データの目的、収集、使用及び交換についての明確な情報を提供すること。対象
となる事項としては、第三者へのデータ譲渡、国際的なデータ譲渡、アクセスの
条件、データの保存期間、個人及びデータの識別可能性とデータの匿名性又は機
密性の限界、個人又はグループへの結果の伝達、データの先々での利用の管理、
商業的関与、所有権の主張、データ共有の同意撤回過程などがある。	
 
	
 
Implement procedures for fairly determining requests for data access and/or exchange. デ
ータへのアクセス及びデータ交換の依頼に対する公正な判断を行うための手続き
を履行すること。	
 

	
 
€ Accountability 説明責任	
 
• Put in place systems for data sharing that respect this Framework. 本枠組みを尊重した

•

•

•

データ共有のシステムを導入すること。	
 
	
 
Track the chain of data access and/or exchange to its source. データアクセス及び/又は
データ交換の流れをデータソースまで追跡すること。	
 
	
 
Develop processes to identify and manage conflicts of interest. 利益相反を特定し、それ
に対処するためのプロセスを開発すること。	
 
	
 
Implement mechanisms for handling complaints related to data misuse; for identifying,
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reporting and managing breaches; and for instituting appropriate sanctions. データの誤用
（悪用）に関連したクレームを処理するための仕組み、漏洩を特定して報告し対応
するための仕組み、また適切な制裁を科すための仕組みを導入すること。	
 
	
 

€ Engagement 関与	
 
• Develop mechanisms to enable citizens to make meaningful contributions to biomedical

•

research and to partake in deliberation on how these contributions can be respected. 市民
が生物医学研究に意義ある貢献を果たし、それらの貢献が尊重されるあり方につ
いての熟議に参加できるような仕組みを作り出すこと。	
 
	
 
Facilitate deliberation about the wider societal implications of genomic and health-related
data sharing among all stakeholders, especially citizens. ゲノム及び健康関連データを
共有することで生じるより広範な社会的影響について、すべての利害関係者（特
に市民）の間で行われる熟議を促進すること。	
 
	
 

€ Data Quality and Security データの質と安全性	
 
• Store and process the data collected, used and transferred in a way that is accurate,

•

•

•

verifiable, unbiased, proportionate, and current, so as to enhance their interoperability and
replicability and also preserve their long-term searchability and integrity. 相互運用性と再
現性の向上を可能にし、同時に長期の検索可能性とインテグリティを維持できる
ように、正確かつ検証可能で偏りのないバランスの取れた最新の方法によって収
集、使用、譲渡されたデータを保存及び処理すること。	
 
	
 
Ensure feedback mechanisms on the utility, quality, security, and accuracy of data, and
their annotations, with a view to improving quality and interoperability and appropriate reuse by others. データの質及び相互運用性の向上と他者による適切な再利用を視野
に入れて、データの実用性、質、安全性、正確性及びそれらのアノテーションに
ついてフィードバックを行う仕組みを確立すること。	
 
	
 
Establish proportionate data security measures that mitigate the risk of unauthorized access,
data loss and misuse. 不正アクセスやデータの損失及び悪用のリスクを軽減する、
データの安全性確保のためのバランスの取れた対策を講じること。	
 
	
 
Understand the issues related to lawful requests for data based on law enforcement, public
health, or national security concerns. 法執行、公衆衛生又は国家安全保障に関する懸
念に基づくデータの法的要請に関する課題を理解すること。	
 

	
 
€ Privacy, Data Protection and Confidentiality プライバシー、データ保護及
び機密性	
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• Comply with applicable privacy and data protection regulations at every stage of data

•

sharing, and be in a position to provide assurances to citizens that confidentiality and
privacy are appropriately protected when data are collected, stored, processed, and
exchanged. Privacy and data protection safeguards should be proportionate to the nature
and use of the data, whether identifiable, coded or anonymized. 適用されるプライバシ
ー及びデータ保護に関する規則をデータ共有のあらゆる段階で遵守するととも
に、データが収集、保存、処理、交換される際に機密性とプライバシーが適切に
保護されることを市民に対し保証する立場をとること。プライバシー及びデータ
を保護する上での防護措置については、識別可能であるか、暗号化されている
か、匿名化されているかにはかかわらず、対象となるデータの性質と用途に適し
たものとすべきである。	
 
	
 
Forego any attempt to re-identify anonymized data unless where expressly authorized by
law. 法律によって明示的に認められていない限り、匿名化されたデータから再度
個人を特定してはならない。	
 
	
 

€ Risk-Benefit Analysis リスク便益分析	
 
• Consider the realistic harms and benefits of data sharing on and with individuals, families

•

and communities, including opportunity costs associated with both sharing and not sharing
data. Potential realistic benefits may include development of new scientific knowledge and
applications, enhanced efficiency, reproducibility and safety of research projects or
processes, and more informed decisions about health care. Potential realistic harms may
include invasions of privacy or breach of confidentiality and invalid conclusions about
research projects. データを共有することや共有しないことによる機会費用を含め、
個人や家族、コミュニティにもたらされる実際的な損害と便益について検討する
こと。現実的に想定される便益としては、新たな科学的な知識の発展とその実用
化、研究プロジェクト又は研究過程の効率性、再現性及び安全性の向上、ならび
に医療に関するより詳細な情報提供に基づく意思決定などが挙げられる。現実的
に想定される損害としては、プライバシーの侵害、秘密情報の漏洩、研究プロジ
ェクトに関する不当な判断などが挙げられる。	
 
	
 
Conduct data sharing with a view towards minimizing harms and maximizing benefits to
not just those who contribute their data, but also to society and health care systems as a
whole, particularly where data pertains to disadvantaged people. Benefits arising from data
sharing may not be uniformly distributed throughout communities around the world and
may depend on the usability of data within a specified context, national priorities, as well
as a specific community’s concern about health and interpretation of wellbeing. データの
提供者のみならず、社会及び医療制度全体を対象として（特に恵まれない環境下
にいる人々に関係するデータを扱う場合）、損害を最小限に抑えつつ便益を最大
限に高めることを視野に入れたうえで、データの共有を行うこと。データの共有
によって生じる便益は、世界中のコミュニティに均等に配分されない場合があ
り、またデータの有用性は、特定の状況、国家の優先事項、特定のコミュニティ
がかかえる健康問題や福祉の解釈に依存する場合もある。	
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• Undertake a proportionate assessment of the benefits and risks of harm in data sharing,
which is periodically monitored according to the reasonable foreseeability of such harms
and benefits. Such an assessment may also incorporate mechanisms that track subsequent
harms, should they materialize, so as to help inform future policy. データ共有における
恩恵と損害のリスクについてバランスの取れた評価を行うこと。また、そのよう
な損害と恩恵に関する合理的な予見可能性に基づいて、定期的にモニタリングを
行うこと。そのような評価には、もし実現できれば将来の指針に有用な情報を与
えるよう、以降の損害発生を追跡する仕組みを含めてもよい。	
 
	
 
€ Recognition and Attribution 承認と帰属 	
 

• Design systems of data sharing with a view towards recognition and attribution that are

•

meaningful and appropriate to the medium or discipline concerned and which provide due
credit and acknowledgement of all who contributed to the results. 手法や専門分野におけ
る有意義で適切な承認と帰属を行うという観点から、結果に貢献したすべての人
にしかるべき功績が認められ、謝辞が与えられるようなデータ共有システムを設
計すること。	
 
	
 
Extend recognition and attribution both to primary purposes and, as appropriate, to
secondary or downstream uses and applications. All parties should act in good faith to
ensure that any connections to original sources of data are maintained where appropriate, to
the extent permissible by law. 主要な目的のみでなく、状況によっては二次利用又は
さらに先の利用や応用にまで、承認と帰属の範囲を拡大すること。すべての当事
者が誠実に行動して、必要な際には法律で認められる範囲で元データとの関係が
維持されるように努めるべきである。	
 
	
 

€ Sustainability 持続可能性	
 
• Ensure, where appropriate, the sustainability of the data generated for future use, through both
archiving and using appropriate identification and retrieval systems, and through critical
appraisal of the mechanisms and systems used for sharing genomic and health-related data.
必要な際には、アーカイブ化と適切なデータ特定及び利用システムの両方を通じ
て、またゲノム及び健康関連データの共有に用いる仕組みやシステムを批判的に評
価することによって、将来の利用のために作成されたデータの持続可能性を保証す
ること。

	
 

€ Education and Training 教育・訓練	
 
• Dedicate education and training resources so as to advance data sharing and data

management and to constantly improve data quality and integrity. Education and training
resources should also be dedicated to: fostering and maintaining good records about the
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effects and impact of data sharing; raising awareness about national health priorities and
distribution of health services; building capacity and data sharing infrastructure in
countries; and, working towards the building of an evidence base about the advantages and
potential limitations of data sharing. データ共有とデータ管理を向上させ、データの
質とインテグリティを絶えず改善できるよう、教育・訓練のための資源を投じる
こと。教育・訓練のための資源を、データ共有の効果やインパクトに関するしっ
かりとした記録の維持促進、健康に関する国家の優先事項の認識向上と健康サー
ビスの供給、各国における能力開発とデータ共有基盤の構築、ならびにデータ共
有の利点と潜在的な限界に関する根拠の基盤構築に向けた取組みにも捧げるこ
と。	
 
	
 

€ Accessibility and Dissemination アクセス可能性と普及	
 
• Make reasonable efforts to maximize the accessibility of data for research through lawful

•

•

and proportionate data sharing. 法律に適合したデータ共有を通じ、研究のためのデ
ータへのアクセス可能性を最大限に高めるための相応の努力をすること。	
 
	
 
Promote collaborative partnerships and data sharing that can generate maximum benefit,
along with the harmonization of deposit, management and access procedures and use as a
means to promote accessibility. データの提供、管理、アクセスの手続きとデータの
利用を調和させてアクセス性を向上させるとともに、最大限の恩恵がもたらされ
るような協働提携関係やデータ共有を推進すること。	
 
	
 
Seek to make data and research results widely available, including through publication and
digital dissemination, whether positive, negative or inconclusive, depending on the nature
and use of the data. Dissemination of data and research results should be conducted in a
way that both promotes scientific collaboration, reproducibility and broad access to data,
and yet minimizes obstacles to data sharing while minimizing harms and maximizing
benefits to individuals, families and communities. 結果が肯定的か、否定的か、決着が
ついていないかを問わず、データの性質と利用価値に応じて、出版物やデジタル
配信などを通じて、データや研究結果が広く利用可能になるように努めること。
データ及び研究結果の配信は、科学的な協働、再現性、データへの広範なアクセ
スを促進すると同時に、個人、家族、コミュニティにもたらされる損害を最小化
して便益を最大化しながら、データ共有の障害を最小化するような方法で行うべ
きである。	
 

	
 
Implementation Mechanisms and Amendments 実施の仕組みと改正	
 

V.
	
 

1. This Framework should be adopted by organizations and bodies involved in genomic and healthrelated data sharing. Organizations and bodies adhering to this Framework should take all
reasonable and appropriate measures, whether of a regulatory, contractual, administrative or other
character, to give effect to the Foundational Principles and Core Elements set out in this
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Framework in accordance with the international law of human rights and should, by means of all
reasonable and appropriate measures, promote their implementation.	
 
本枠組みは、ゲノム及び健康関連データの共有に関わる機関及び団体に採用していただ
きたい。本枠組みに従う機関及び団体は、合理的かつ適切なあらゆる対策（規制上、契
約上、行政上、その他の性質を帯びた対策かどうかは問わない）を講じることにより、
本枠組みに定めた基本原則及び中心的要素を人権に関する国際法に則って実施に移すべ
きであり、同時に合理的かつ適切なあらゆる対策を講じて、その実施を促進すべきであ
る。	
 

2. Any persons, organizations or bodies adhering to this Framework may propose one or more
amendments to the present Framework by communicating the amendments to the Regulatory and
Ethics Working Group of the Global Alliance for Genomics and Health (the “REWG”). The
REWG shall publicly circulate such amendments for comments and possible inclusion in this
Framework.
本枠組みに従ういかなる個人、機関又は団体も、Global Alliance for Genomics and Health
の規制・倫理ワーキング・グループ（REWG）に修正案を送付することにより、現行の
枠組みに対する改正を提案することができる。REWG は、そのような修正案を公開して
意見を募り、本枠組みに盛り込む可能性があることを公表していく。	
 

3. The REWG, in collaboration with biomedical, patient advocacy, and ethical and policy
organizations and committees, will track the adoption of this Framework and its application
through subsequent Policies. It will also routinely review its provisions, be aware of advances in
basic research and technology, and ethical and legal developments, and attempt to ensure that this
Framework is fit for purpose.	
 
REWG は、生物医学の専門家団体、患者支援団体、倫理及び政策に関連する機関及び委
員会と協力して、本枠組みの採用過程とそれに続く各種の方針を通じた適用状況を追跡
していく。REWG はまた、定期的に規定の見直しを行い、基礎研究及び技術の進歩、倫
理及び法律の発展に注意を払い、本枠組みが目的に適っていることを保証するように努
める。	
 
	
 

VI.
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Appendix 1 附表 1	
 
	
 

Foundational Human Rights Instruments 基本的人権に関する文書	
 
	
 
* Universal Declaration of Human Rights (UN 1948) (Article 27) 世界人権宣言（国連、1948）
第27条
* International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (UN 1966) (Article 15) 経済的、
社会的及び文化的権利に関する国際規約（国連、1966）第15条
	
 
	
 

Ethical and Legal Codes and Policies Guiding Data Sharing Behavior
データ共有の指針となる倫理上及び法律上の規範ならびに方針	
 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Constitution of the World Health Organization 世界保健機関憲章	
 (WHO 1946)
Bermuda Principles on Human Genome Sequencing バミューダ原則	
 (1996)
Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights ヒトゲノムと人権に関する
世界宣言	
 (UNESCO 1997)
Convention on Human Rights and Biomedicine 人権および生物医学に関する条約	
 (Council
of Europe 欧州評議会 1997)
Statement on DNA Sampling: Control and Access DNA試料についての声明：使用管理とア
クセス	
  (HUGO 1998)
Statement on Human Genomic Databases ヒトゲノムデータベースについての声明	
 
(HUGO Ethics Committee HUGO倫理委員会	
 2002)
Declaration of Ethical Considerations regarding Health Databases 健康のデータベースに関
する倫理上の検討の宣言	
 (WMA 2002)
International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects 人を対
象とする生物医学研究の国際倫理指針	
 (CIOMS, WHO 2002)
Budapest Open Access Initiative ブダペスト・オープンアクセス運動	
 (2002)
Sharing Data from Large-scale Biological Research Projects: A System of Tripartite
Responsibility 大規模な生物学的研究プロジェクトからのデータ共有：三者間の責任シス
テム	
 (Fort Lauderdale Statement フォートローダーデール声明, 2003)
International Declaration on Human Genetic Data ヒト遺伝情報に関する国際宣言	
 
(UNESCO, IBC 2003)
European Society of Human Genetics: Data Storage and DNA Banking for Biomedical
Research 欧州人類遺伝学会―生物医学研究のためのデータ保存とDNAバンキング
(ESHG 2003)
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 生命倫理と人権に関する世界宣言
(UNESCO 2005)
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Biomedical Research 生物医学研究に関する人権及び生物臨床医学条約追加議定書	
 
(Council of Europe 欧州評議会	
 2005)
Recommendation Rec (2006) 4 of the Committee of Ministers to Member States on Research
on Biological Materials of Human Origin 人間に由来する身体素材を利用する研究につい
ての加盟各国に対する閣僚委員会勧告（欧州評議会閣僚委員会2006年勧告第4号）
(Council of Europe 欧州評議会	
 2006)
OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding 公的資金
による研究データへのアクセスに関する原則及びガイドライン (OECD 2007)
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
	
 
	
 

International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies 疫学研究に関する国際的倫理
指針	
 (CIOMS, WHO 2008)
Recommendations from the 2008 International Summit on Proteomics Data Release and
Sharing Policy プロテオミクスデータリリース及び共有ポリシーに関する2008年国際サミ
ットの勧告	
 (Amsterdam Principles アムステルダム原則, 2008)
Guidelines for Human Biobanks and Genetic Research Databases ヒトのバイオバンク及び
遺伝学研究用データベースに関するガイドライン	
  (OECD 2008, 2009)
Toronto Statement on Prepublication Data Sharing 発表前データの共有に関するトロント声
明	
 (2009)
Joint Statement by Funders of Health Research 健康に関する研究への資金提供者による共
同声明	
 (2011)
2012 Best Practices for Repositories: Collection, Storage, Retrieval and Distribution of
Biological Material for Research 2012年最優秀レポジトリ―生物学研究資料の収集、保管、
検索及び分類	
 (ISBER 2012)
Responsible Conduct in the Global Research Enterprise: A Policy Report 研究のグローバル
化時代における責任ある行為―方針報告書	
 (InterAcademy Council 2012)
Declaration of Helsinki ヘルシンキ宣言	
 (WMA 2013)
Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data プラ
イバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン	
 (OECD 2013)
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Appendix 2
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附表 2	
 

ゲノミク スと健康に関する グローバル・ア ライアンス（GA4GH） :	
 
提案され た方針の雛型	
 
標準化されたまえがき：	
 
この GA4GH の枠組みは、複数の原則と中心的要素を基礎とするとともに、特定の課題に関する種々の
方針によってより洗練されたものとなる。それらの方針は、世界中のさまざまな法的管轄域において
認められた組織によって、手引きとして参照されるようなツールやベンチマークとなりうる。また、
責任あるデータ共有やガバナンス・プロセスについて改善を行ったり具体的なベスト・プラクティス
を採用したりする上でも有用となりうる。法的及び倫理的なアプローチの多様性を考慮し、また新た
に生じる課題に対して責任を果たすため、本枠組みとその方針はともに、それらの課題に関してリー
ダーシップを発揮することを意図して策定される。	
 

状況/背景：課題/分野を記載する	
 
例：
プライバシー/ セキュリティ
同意
倫理・ガバナンス

特定の課題に関する	
 
具体的な方針の原則	
 
手順のガイ ダンス	
 

（状 況に応 じて他 の文書 又は標 準への URL リン ク）	
 

実施の仕組み＋修正の手順	
 

謝辞	
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