
① ＤＴＣ遺伝子検査 
 

「遺伝子検査」や「遺伝子診断」という言葉を聞いたことはないでしょうか。少し前の話

になりますが、女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが乳がんの関連遺伝子を調べ、乳がん

や卵巣がんになる可能性が高いとわかったため 2013 年に両乳房を切除、2015 年には卵巣を

摘出しています。「遺伝子検査ビジネス」と呼ばれる、医療機関以外の企業による遺伝子検査

もすでに様々なものが登場しています。そこで、今回と次回の 2 回にわたり、遺伝子検査を

取り上げます。今回は、医療機関ではなく、非医療機関が消費者に直接販売する遺伝子検査

であるＤＴＣ（Direct to Consumer）遺伝子検査に絞って考えてみることにしましょう。 

 

遺伝子検査とは何か 

 

まずは、DTC遺伝子検査について、基本的な部分からおさえてみましょう。DTC遺伝子検査

では、ヒトの DNAの塩基配列の全てを解読するのではなく、一塩基多型(SNP)を調べています。

ＳＮＰとは、ヒトの集団に見られる特徴的な塩基の違いで、様々な形質に関係しているので

はないかと考えられています。例えば、あるＳＮＰでＡという塩基を持っている人の集団と

比べてＧという塩基を持っている人の集団では、ある疾患に 1.2 倍かかりやすい、というよ

うなイメージです。DTC 遺伝子検査では、様々なＳＮＰを調べることで、太りやすさなどの

体質や、勉強や運動、芸術などの才能まで知ることができると宣伝されています。 

現在、日本でビジネスとして展開されているＤＴＣ遺伝子検査では、利用者が唾液や髪の

毛などを送り、そこからＤＮＡを採取し検査するというものが多く、値段も数千円から数万

円まで幅広く、様々な内容のものが存在します。 

 

遺伝子検査の結果を読み解くために 

  

実際のＤＴＣ遺伝子検査では、疾患に関するリスクの情報は、「オッズ比」と呼ばれる数値

で算出されます。例えば糖尿病のリスクが 1.8倍、などのように結果が返ってきます。これ

はどのように考えればいいのでしょうか。ここでは、こんな例え話で考えてみましょう。 

学校の試験で、1組では 80点以上の生徒が 40人中 8人でしたが、２組では 40人中 4人で

した。このとき、「１組は、2 組に比べて 80 点以上をとる確率が 2 倍」あります。遺伝子検

査では、この例の「80 点以上を取る」ことが、「ある疾患にかかる」ことに対応し、「1組」

や「２組」が「ある SNP の型を持つ集団」に対応しています。「1 組は 80 点以上を取る確率

が 2倍もあるのだから１組にいれば 80点以上は取れそうだ」と単純に考えることはできない

ことはすぐにわかると思います。２つの集団ははっきりと性質が異なるものではなく、かな

り重なりの大きいものだからです。また、実際の疾患では、集団全体での疾患にかかる確率

が１％であったりするので、その場合にはオッズ比が 2 倍であっても実際の疾患にかかる可

能性は２％にしかなりません。疾患のリスクが何倍、という数値だけに一喜一憂するのでは

なく、まずは数値の持つ意味を正しく捉えることが重要です。 

 

疾患リスクは本当にわかる？ 

 

疾患リスクに関しては、さらにいくつか知っておくべきことがあります。ＤＴＣ遺伝子検

査で調べる疾患は多因子疾患なので、複数の因子が発症に関わっていますが、それらがどの

程度寄与しているかがわかりません。例えば、糖尿病に関する複数の遺伝子について、オッ

ズ比が 1.5倍、1.3倍、0.7倍、0.9倍というように、リスクを高めるものと低めるものとが

混在していることが普通です。それらをどう合算するのか、科学的に何が妥当かわかりませ



ん。また、その議論の前に、そもそも今分かる遺伝要因だけでなく、まだわかっていない遺

伝要因も多くあるはずですで、当然ながら今現在、そこは調べることはできません。今後の

研究の進展によっては、現在「低リスク」とされている人が、実は「高リスク」とされるか

もしれないのです。 

 
図１ 遺伝要因と環境要因 
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もう一つ、認識しておかなければならないこととして、DTC 遺伝子検査は医療ではないの

で、遺伝性の疾患と関連の深い遺伝子などを調べることはできないということです。図１に

あるように、遺伝要因が強く出る単一遺伝子疾患に関する遺伝子検査は、医療機関で医師が

診断の材料とするものであり、ＤＴＣ遺伝子検査では多くの遺伝子が関係する多因子疾患の

みを調べているのです。 

 ここまでの話を総合すると、遺伝子検査の結果は「占い」のようなものととらえておくの

が妥当かもしれません。実際に、同じ人は複数の検査会社で検査をすると、全く違った結果

が返ってくることもあるのです。 

 

遺伝子で「体質」や「才能」がわかる？ 

  

遺伝子検査では、先ほど述べた疾患のリスク以外に体質について調べてくれるものもあり

ます。例えば、肥満に関する遺伝子検査。肥満に関連すると考えられている遺伝子の型を調

べることで、個人に合わせたダイエットが可能となるそうです。しかし、ここで調べられて

いる遺伝子のＳＮＰと肥満の型との関連は実はそれほどはっきりしていませんし、実際の検

査結果とともにかえってくるアドバイスも、「よく運動をする」などの当たり前の内容のみの

ようです。ですから、この結果も本来は占い程度のものととらえるべきものです。遺伝子の

型に合わせたサプリメントの商品の宣伝も検査結果と合わせて提供されているようですが、

ここには消費者としてのリテラシーが必要でしょう。 



 
図２ 子どもの「才能」に関する遺伝子検査の例 
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 遺伝子検査ビジネスの中には、「子どもの才能」を調べるというものもあります。図２は、

そこで調べられているものの一部を抜粋したものですが、例えば、色覚多様性に関する遺伝

子や難聴の原因遺伝子で潜在能力を判定しています。しかし、絵画や音楽に必要な能力はそ

のような遺伝子のみで決まるわけではありません。それを単なる「占い」としてではなく、

「子どもの将来を決めるための有益な情報」として受け取ってしまうのは危険です。ここで

も消費者としてのリテラシーが必要となります。 

 ある会社の提供する遺伝子検査は、大学と共同研究していると言いながらも、才能に関す

る検査には監修者がいないそうです。東京大学の石浦章一先生は、「論文が 100報出ている中

で、ある遺伝子が ADHD に関係しているという論文が 5報あるという場合には、関係していな

いという論文が 95報もある。しかしそういう場合は、前者を前提として才能検査と言ってし

まう。これはインチキである」と述べています。消費者には見えにくく、隠されている情報

もあるので、情報を鵜呑みにせず、健全な批判力をもって判断することが消費者である私た

ちには求められています。 

 

遺伝情報の行方 

 

 遺伝子検査では、数十万カ所のＳＮＰを調べているようですが、実際の遺伝子検査に必要

なのはほんの数％だけです。それでは、何のために「検査に必要のないＳＮＰ」まで検査会

社は調べるのでしょうか。それは、研究のためなのです。ヒトの遺伝情報をたくさん集めて

それらを使って研究するためには、多くのデータが必要となります。しかし、遺伝情報は基

本的には一生涯変わることのない「究極の個人情報」であり、他者の研究のために提供する

ことに抵抗を覚える方もたくさんいます。しかし、遺伝子検査であれば話は別です。消費者

にとって魅力ある検査内容を準備し、顧客を見つけるだけで研究に必要なデータを同時に集

めることができるからです。 

自分の遺伝情報を勝手に利用されては困る、という方があるかもしれませんが、実は検査

を受ける際に、「匿名化された情報を研究に利用することに同意」したことになっているので

す。例えばアメリカの 23andMe という会社では、持っているデータを製薬会社に提供するな

どしており、2015年には、自ら新薬の開発を始めることを明らかにしました。 こう考える

と、遺伝子検査を受ける人は、お金を払って自分の遺伝情報を渡しているということになり

ます。ＤＴＣ遺伝子検査を受ける際にはこのようなことも考えておく必要があります。 



 

必要なリテラシーとは 

 

 Wedgeという雑誌の特集記事で、「遺伝子検査は易学か疫学か」というものがありました（参

考資料として図を引用させていただいています）。まさに言い得て妙です。科学的根拠がまだ

まだ甘い単なる占いとして受け止めればそれは「易学」の範疇ですが、その根拠のない情報

によって子どもの将来を決めてしまったり、あるいは遺伝子検査で肺がんのリスクが低いか

らといって「安心して」タバコを吸ってしまう（そちらの方がリスクがはっきりしている）

ようなことがあれば、それは「疫学」なのかもしれません。 

  図３は、東京大学医科学研究所の武藤香織先生が公開されているものです。詳しい解説

は是非ウェブページからお読みいただきたいと思いますが、このチェックリストにあるよう

な内容は、ＤＴＣ遺伝子検査を受ける際には必須のリテラシーと言えるでしょう。 

 

             
図３ 遺伝子検査を買おうかどうか迷っている方へのチェックリスト 

（東京大学医科学研究所公共政策研究分野・武藤香織教授） 
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遺伝子検査を買おうかどうか迷っている方へのチェックリスト Ver.2（武藤） 

http://www.pubpoli-imsut.jp/pdfs/00018.pdf?9c69aac5ba823e5ac39e1efd4540f039 
  

① 診断ではありません 

② 会社によって答えはバラバラです 

③ 研究が進めば、確率は変わります 

④ 予想外の気持ちになるかもしれません  

⑤ 知らないでいる権利の存在を知りましょう 

⑥ 自分で知ろうと決めたなら、医師に頼るのはやめましょう 

⑦ 血縁者と共有している情報を大切に扱いましょう 

⑧ 強制検査・無断検査はダメ、プレゼントにも不向きです  

⑨ あなたの DNAやゲノムのデータの行方に関心を持ちましょう  

⑩ 子どもには、大人になって自分で選べる権利を残しましょう 

http://www.pubpoli-imsut.jp/pdfs/00018.pdf?9c69aac5ba823e5ac39e1efd4540f039


② 遺伝子検査は人を幸せにするか 

 

疾患に関する遺伝子検査の例 

 

今回は、前回に引き続き遺伝子検査について取り上げます。高校の授業では、どの題材を

どのように取り上げればよいか難しい面もあると思います。そこで、まずは考える材料とし

て典型的ないくつかの例を見ていくことにしましょう。 

まずは、アルコールの分解に関わるＡＬＤＨ２（アルデヒド脱水素酵素）という遺伝子。

この活性が弱いと、悪酔いの原因物質であるアセトアルデヒドが体内に蓄積しやすく「お酒

に弱い」人ということになります。 

遺伝子診断の一般への認知度を飛躍的に高めたのは、アンジェリーナ・ジョリーさんの調

べた乳がん関連遺伝子。ＢＲＣＡ１/２という遺伝子に特定の変異を持つと、乳がん・卵巣が

んを発症する確率が非常に高まってしまうというものです。同様に、「確率」を調べるものと

してアルツハイマー病の関連遺伝子があります。 

上記２つとは異なり、確定診断となるのがハンチントン病の原因遺伝子です。これは常染

色体優性遺伝で、浸透率も１００％というものです。３０～４０代で発症し、現在では有効

な治療法がない難病でもあります。 

これらの遺伝子を調べることは、「良いこと」なのでしょうか。例えば、「一気飲みの強制

による死亡事故」があるようですが、自分がどのようなＡＬＤＨ２遺伝子の型を持っている

かを知れば、酒との付き合い方に生かせそうです。 

他の例では、例えば薬物代謝に関係する遺伝子の型を調べることで個人個人にあった薬を

使えるようになるオーダーメイド医療も実用化が進んでおり、これも遺伝子を調べる大きな

メリットだと考えられます。 

乳がんは、深刻な病気ですが、遺伝子を調べることで乳房切除などによる予防が可能なも

のもあります。 

それでは、アルツハイマー病、ハンチントン病はどうでしょうか。これらは深刻な疾患で

あり、かつ治療法が存在しません。その確率を高めるという情報や、確定診断の情報は、必

ずしも有益とは限らないでしょう。海外の例では、将来を悲観して自殺してしまう人もいた

そうです。これらの遺伝子検査の扱いについては慎重に判断する必要があります。 

 

ゲノム情報の特殊性 

 

ゲノム情報の特徴として、札幌医科大学の櫻井晃洋先生は次のように整理されています。 

①生涯変わらない（不変性） 

②将来の健康状態を知ることができる場合がある（予見性） 

③家族も同じ遺伝子情報を共有している（共有性） 

例えば、ハンチントン病の遺伝子を持ち亡くなった祖母（母方）がいる人が、自分にもハ

ンチントン病の遺伝子が伝わっているか調べたとします。この時、もし原因遺伝子が伝わっ

ていたとわかったら、その遺伝子は母親から受け継がれたとわかるので、自動的に自分の母

親にも原因遺伝子があることがわかってしまいます。仮に母親が遺伝子検査を望まないとす

れば、子の「知る権利」と、母親の「知らないでいる権利」が対立することになります。こ

れは、ゲノム情報の３つの特徴から生じるものです。 

この他にも、ゲノム情報が流出することで保険や就職等で差別されないために「他人に知

られない権利」というのもとても重要です。 

 

 



前提として知っておいて欲しいこと 

 

 ゲノム情報は、人を評価する新しい「ツール」としての役割を果たす可能性があります。

従来は、その人との第一印象や付き合いの中での様々な要素から感覚的に人を判断してきた

わけですが、ゲノム情報は、「科学的根拠」のある情報として人を評価する新たな材料となり、

結果として差別・偏見につながる可能性があります（実際にはどこまで科学的妥当性がある

かが不明確なものも多いのですが）。 

 ここでは、前提として知っておいて欲しいことを２つ紹介します。まずは、「私たちは、例

外なく複数の劣性遺伝性疾患の保因者である」ということ。例えば、4 万人に 1 人患者がい

る劣性遺伝性疾患では、保因者（原因遺伝子は持つが発症していない人）は 100人に 1人い

ることになります。このような疾患が 1000以上あると考えられており、一人平均少なくとも

数個は劣性遺伝性疾患の原因遺伝子を持つと考えられています。このことから、遺伝性疾患

が自分とかけ離れた特別なことではないということを理解できるはずです。 

 次に、「良い遺伝子」は決められないということです。ヘモグロビン遺伝子に特定の変異を

もつ遺伝子をホモで持つと重度の貧血になり、これを鎌状赤血球症といいます。この場合、

貧血を引き起こす遺伝子は「悪い遺伝子」で、変異を持たない遺伝子は「良い遺伝子」に見

えてしまいます。しかし、この「悪い遺伝子」は、実はマラリアに対して抵抗性を持つので

す。そのため、この遺伝子をヘテロで持つ人は、貧血にもならず、マラリアにもかかりにく

いということになります。単純に遺伝子の「優劣」を決めることはできないのです。 

 このような基本的な理解は、無意味な差別・偏見を生み出さないためにも必須のものと考

えます。 

 

＜参考資料＞ 
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③ 色覚から考えるヒトの“多様性” 
 

色覚の多様性を考える 

 

ヒトは，網膜にある錐体細胞の働きにより色を識別しています。錐体細胞には赤錐体，緑

錐体，青錐体の３種類があり，それぞれの細胞で吸収極大を持つ波長域の異なるオプシン遺

伝子（赤，緑，青）のいずれかが発現しています。赤オプシンと緑オプシンは非常によく似

ており，赤錐体と緑錐体の分光特性はよく似ています。このオプシン遺伝子に何らかの変異

が生じて色の識別が難しい色覚特性を持つ人がいて，「色覚異常」と表現されることがありま

す。図２では，一般的な色覚である C 型と，赤錐体をもたない強度の P型，赤錐体の働きが

弱い軽度の P型での色の見え方の違いを示しています。これをもう少し詳しく見ていきます。 

「色覚異常」の原因として，まずはオプシン遺伝子の塩基配列の変化により，オプシンの吸

収する光の波長が変化してしまうことが考えられます。実際に，緑オプシンと赤オプシンに

変異が生じると，赤～緑の波長域の色の差を感じにくくなります。しかし，色覚の多様性を

生み出す要因はこれだけではありません。赤オプシン遺伝子と緑オプシン遺伝子は，Ｘ染色

体上に並んで存在しており，1 個の赤オプシン遺伝子の下流に数個の緑オプシン遺伝子が存

在しますが，発現するのは上流にある２つだけなのです。 

これを模式的に示したものが図３①です。さらに，染色体の不等交叉と相同組換えにより，

様々な X染色体が生じます。男性の場合には，X染色体を 1 本しか持たないので，そこから



どのようなオプシンが発現してくるかによって色覚が影響を受けます。②の X 染色体を持つ

男性は赤オプシンを持たないため，①の男性と比べて色覚が変化することはわかるでしょう。

それでは，③の男性はどうでしょうか。この男性は，赤オプシンが重複して２つになってい

るために，緑オプシンを持っているにもかかわらず発現せず，色覚の変化を生じます。つま

り，単純にある遺伝子を持っているかいないかだけで色覚特性を理解することはできないの

です。さらに，相同組換えにより，④のような赤オプシン遺伝子と緑オプシンの“ハイブリ

ッド”の遺伝子が生じることがあります。これらももとの遺伝子とは分光特性が少し異なる

ことがあり，色覚の変化を生み出します。 

 

 
図２ 錐体細胞の特性と色覚の多様性 NPO法人 カラーユニバーサルデザイン機構 HPの資

料より抜粋して改変 
http://www.cudo.jp/colorud/color_vision/peculiar_color_vison_types 

 

 
図３ X染色体上に存在するオプシン遺伝子の模式図 



 色覚検査で「異常」と診断されるのは，日本人では男性の 5％，女性の 0.2％と言われて

います（女性に少ないのは，Ｘ染色体を２本持つためです）。これだけ聞くと，色覚は「正常」

と「異常」にはっきりと分けられるように感じてしまいます。これは，エンドウの種子の遺

伝にも通じる感覚です。しかし，どのような原因で色覚特性が変化しているのかは，まさに

千差万別です。また，「正常」と診断された男性のうち，25％が“ハイブリッド”遺伝子を持

っていたという調査結果もあるそうです。これ以外にも，先に述べたようにオプシン遺伝子

の一塩基多型も存在します。そのために実際には，「正常」と診断された人の見る「色世界」

も千差万別なのでしょう。このように，色覚はさまざまな要因で多様性が生じているにも関

わらず，ある検査の結果によって線引きをして「正常」と「異常」を区別することは本質的

ではありません。 

 

ヒトの多様性と社会 

 

 ヒトに関する遺伝子変異は，疾患関連遺伝子が紹介されることが多かったように思います。

これが，メンデルの法則の「２種類の対立遺伝子」というイメージとあいまって，基本的に

遺伝子は「正常」と「異常」に区別されるという誤った理解に結びついてしまうと，「異常」

なものを社会から排除するような思考につながりかねません。しかし，ここで紹介した色覚

の例のように，ヒトの多様性はそのような単純なものでは決してありません。 

 こうして考えてみると，「色覚異常」という表現はヒトの色覚の多様性を表現するのにふさ

わしい表現ではないように思えます。NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構では，こう

した状況を踏まえて，ヒトの色覚多様性を C型，P型，D型などの「色覚タイプ」として表現

することを提唱しています。割合が最も多い C 型を「一般色覚」と呼び，C 型色覚以外を色

の配慮の不十分な社会における弱者を「色・弱者（しきじゃくしゃ）」と呼ぶそうです。 

 視力が悪い人を「障害者」として区別することはほとんどないと思います。それは，メガ

ネやコンタクトレンズなどで，社会生活を営む上での困難を軽減できているからです。そう

であるならば，「色・弱者」に対して，正しい知識を持った上で配慮のあるカラーデザインを

意識することができれば，同じ効果が期待できるのではないでしょうか。大切なことは，ヒ

トの多様性を生物学的な知見を持って理解することであり，お互いの違いを認め合って，自

然と配慮し合えることです。ヒトの多様性を学ぶことは，よりよい社会を築くための大切な

一歩なのです。 

 

 

 

 

 

出典：理数教育研究所 広報誌「Rimse」  

http://www.rimse.or.jp/report/publish.html 

 

連載「ヒトの生物学を教えよう」 

 第 1回 高校生物におけるヒトの生物学（2015年 5月） 

 第 2回 色覚から考えるヒトの‶多様性"（2015年 8月） 

 第 3回 人類の進化と拡散の歴史（2015年 11月） 

 第 4回 DTC遺伝子検査（2016年 2月） 

 第 5回 遺伝子検査は人を幸せにするか（2016年 6月） 

 第 6回 アルコールの生物学（2016年 10月） 

 第 7回 高校で脳科学は教えられているか？（2017年 2月） 

 第 8回 記憶のしくみを考える（2017年 7月） 

http://www.rimse.or.jp/report/publish.html

