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訳文刊行にあたって

　慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所（G-SEC）グ

ローバル・ヘルス・セキュリティグループ（研究統括　竹内勤　

G-SEC副所長）　では、バイオテロリズム対策を包括的に議論

する中で、予防的措置を強化する方策を検討してきました。予

防的措置の観点においては、近年発展著しい生命工学に内在

するデュアル・ユース性への懸念が、国際的に高まっています。

一方で、この問題に対する国内での議論は未成熟であり、また、

日本語資料も限られていることから、関係する科学者間でも

問題として認識が進まない現状がありました。

　このたび訳文を刊行する「バイオセキュリティ行動規範」は、

王立オランダ科学芸術アカデミーが2007年に世界に先駆けて

作成した、バイオセキュリティに特化した行動規範です。生命工

学技術の悪用を防止する観点から、科学者としてなすべき事

を網羅的に、しかしコンパクトに行動規範としてまとめ上げてお

り、背景の解説を含めて公開された良書となっています。本訳

文が、本問題に対する認識と理解の一助として活用され、また

議論の端緒となることを願っております。

平成22年1月

慶應義塾大学
グローバルセキュリティ研究所

研究員　齋藤 智也
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序説と背景1

オランダ教育文化科学省は、1972年に批准された生物・毒素兵器禁止条約（BTWC）において要請され
た、科学者のための国家バイオセキュリティ行動規範への助言と知見提供を、王立オランダ科学芸術アカデ
ミー（KNAW）に依頼した。この依頼は、2005年にインターアカデミーパネル（IAP）が発表したバイオセキュリ
ティに関する声明への、王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）の積極的な貢献が評価されてのもので
あった。王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）は、バイオセキュリティに関する活動において、インターア
カデミーパネル（IAP）の中で主要な役割を果たしている学会である。
　王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）は教育文化科学省からの要請を受け入れ、バイオセキュリティ
のための行動規範の可能性と諸条件に関する研究を行った。このプロジェクトは、L. van Vloten-Doting
教授（議長）、S.S. Blume教授、P. Crous教授とA. van der Eb教授が構成するワーキンググループが監修
した。プロジェクトそのものは、このプロジェクトのためにラテナウ研究所から出向した、J.J.G. van der 
Bruggenによって実施された。
　行動規範が意図した効果を発揮するためには、関係者の経験と実務が反映されていなければならない。
そのため、研究者や政策立案者としての実務上の経験に基づき意見や提案を述べうるメンバーによって構
成されたフォーカスグループの設置が決定された。フォーカスグループのメンバーは、完成した行動規範を、
研究機関や研究所へ広報・普及するための助力ともなる。フォーカスグループのメンバーのリストは別表に記
載されている。
　プロジェクトの第一歩は、アメリカやイギリス等、外国の中央政府、学会、研究機関によって既に採用され
ている方策の調査を実施することであった。情報収集は、関連文献の調査や個人的な人脈による意見交換、
エジンバラ、ベルリン、ワシントンDCで開かれた会合への出席によって行われた。
　バイオセキュリティに関連する生命工学と微生物学のための既存の行動規範や、現行法制に関する調査
も行った。調査結果は、科学研究においてバイオセキュリティ問題への効果的な取組みを確保するために、
行動規範の採択がどのように役立ち得るかを確認するために利用された。そしてこれがバイオセキュリティ行
動規範の輪郭の形成に繋がった。2007年1月末に、この行動規範の第一草案はワーキンググループとバイ
オセキュリティフォーカスグループに提出された。
　その後3月にワークショップが開催された。参加者の多くは研究者や研究所で働く専門家だった。ワーク
ショップでは活発な議論が交わされ、行動規範の実用的な改善のための有益な提案が得られた。
　これらの議論を受けて、4月末に行動規範の新しい草案がフォーカスグループとワーキンググループに提
示された。これは、最終的な訂正・追加が加えられたものである。この文書は、2007年5月29日に王立オラン
ダ科学芸術アカデミー（KNAW）の理事会で採択された。バイオセキュリティ行動規範は、ワーキンググループと
フォーカスグループにも提出された。その意見を得るために、説明覚書と背景の概説が添付されている。
　行動規範の発表をもって、バイオセキュリティに関するプロジェクトの第１段階は完了となる。王立オランダ
科学芸術アカデミー（KNAW）は、現在、第２段階について教育文化科学省と協議中である。第2段階では、
王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）は行動規範の広報、バイオセキュリティ問題に対する人々の意識
の向上のために、討論会やワークショップなどの活動を主催する予定である。このプロセスは、科学者の行動
規範遵守を促進するためには必要不可欠である。
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バイオセキュリティ行動規範

基本原則

この行動規範の目的は、生命科学研究またはその応用が、直接的にまたは間接的に、生物・毒素兵器禁止
条約（BTWC）に規定される生物兵器の開発、生産、貯蔵に貢献し、またはその他のいかなる生物剤・毒素
の悪用にも貢献することを防ぐことである。

*1 例えば政府は、この仕事を王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）に委託することも出来るだろう。

バイオセキュリティ行動規範は以下の個人、組織を対象としている。
 １．生物学、生物医学、生命工学およびその他の生命科学研究に従事する専門家
２．生命科学研究を行う組織、機関、会社
３．生命科学に関する教育や研修を提供する組織、機関、会社
４．生命科学研究の許可を与える、またはその研究を助成、促進、監視もしくは評価する組織および機関
５．生命科学分野の科学組織、専門家協会、雇用者および従業員からなる組織
６．バイオセキュリティに関連した生物剤または生体毒素を管理、備蓄、貯蔵または輸送する組織、機関、会社
７．生命科学に関する出版物を取り扱う著者、編集者、発行者と生命科学に関するホームページの管理者

対象集団

行動規則

意識の向上

生命科学に携わる専門家に対して行う教育や研修において、生物学、生物医学、生命工学、その他の
生命科学研究の悪用のリスクや、BTWCや他の関連する規制によって課せられた制約に関して、特に
注意を払うこと
専門雑誌やホームページでのバイオセキュリティに関する記事に対して、常時注意を払うこと

申請時や評価手続き、研究プロジェクトの実施時に、デュアルユース性に関して審査すること
デュアルユース性のある事柄が確認された時は、研究から期待される結果とリスクを比較検討すること
デュアルユース性のある生命科学研究の結果の科学出版物での公表が、意図せず知識の悪用に繋が
るリスクを下げること

研究および発表に関する方針

説明責任と監視

デュアルユース技術の悪用のいかなる発見や疑いも、権限ある人物または委員会に直接報告すること
内部告発は真摯に受け止め、告発者が自らの行為によっていかなる不利益も被らないよう確保する
こと

バイオセキュリティ行動規範

序説

2 

生命科学の研究は、世界の健康や福祉の増進に多大な貢献をもたらす知識や理解を生み出す。しかし、同
じ知識や理解が、生物毒素兵器の開発に悪用される恐れもある。多くの国々は、1972年の生物・毒素兵器
禁止条約（BTWC）への署名、批准によって、生物・毒素兵器の開発、生産、貯蔵、取得の根絶に向けて、重
要な一歩を踏み出した。しかし、これによって生物科学研究の悪用のリスクが排除されたわけではない。依
然として条約に署名していない国もあれば、テロリストが生物剤や毒素を使用するリスク（バイオテロリズム）
もある。
　生物学、生物医学、生命工学等に携わる科学者その他の専門家は、それぞれの職業の倫理規定や、科学
者としての責任による拘束を受ける。また、彼らの行動は、法律や様々な服務規定によっても規律されてい
る。これらの規則や規制の多くは、生物・毒素兵器開発への生命科学研究の悪用のリスクを大きく下げるも
のである。
　それでもなお、生命科学研究の悪用（デュアル・ユース）の可能性を強調し続けることは重要である。この
重要性は、行動規範の採択等によって悪用に対する認識を高めることの重要性に言及した、第６回BTWC
運用検討会議（2006年11月～12月）の最終宣言でも再確認されている。そのため、教育文化科学省からの
要請を受けて、王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）は、オランダにおけるバイオセキュリティのための
行動規範の起草という任務を引き受けた。

バイオセキュリティ行動規範に規定される規則は、それぞれのレベルにおける規範の実施と遵守を要請する。
このレベルは、規範の中で特定された様々な対象集団に対応している。意識喚起や説明責任、監視に関す
る要求は、主として研究者、実験室内労働者、管理者等の個人を対象とする。その他の規定は研究機関や金
融機関、監視機関に適用される。
　行動規範の規定は、多様なレベルの多様な種類の組織に適用されるため、個々の研究所における必要性
に応じた実施のための調整は、組織の責任において行うことが重要である。実際には、行動規範の規則の
多くは、既にバイオセーフティ方針または職業衛生安全法に基づいた既存の規則やガイドラインによって既
に実施されているであろう。しかし、規則や規定の追加が場合によっては必要である。

研究組織・機関は、これらの追加的な規約と指示が遵守されているかを自ら監視することが可能であろう。
研究組織・機関は、監督責任を持つ遵守指導官を任命しなければならないであろうから、中央監督機関は
必要ない。しかし、監視と調整のために、国家バイオセキュリティセンターを創設することは有益であろう*1。
このセンターの活動には以下の内容が含まれる。
　・バイオセキュリティ領域に関連した進捗の監視
　・ホームページの最新情報の更新、管理を含めた、情報や教材の公表の統合
　・会合の開催
　・政府や市民社会の関係者との関係の維持
　・デュアルユース性のある生命科学研究の結果が公表されるべきか、助言を出来る専門家との協議
　・バイオセキュリティ行動規範への意識喚起とその遵守に関する定期的な評価の実施

2.1

行動規範の実施と遵守2.2

監督と監視2.3
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バイオセキュリティ行動規範

基本原則

この行動規範の目的は、生命科学研究またはその応用が、直接的にまたは間接的に、生物・毒素兵器禁止
条約（BTWC）に規定される生物兵器の開発、生産、貯蔵に貢献し、またはその他のいかなる生物剤・毒素
の悪用にも貢献することを防ぐことである。

*1 例えば政府は、この仕事を王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）に委託することも出来るだろう。

バイオセキュリティ行動規範は以下の個人、組織を対象としている。
 １．生物学、生物医学、生命工学およびその他の生命科学研究に従事する専門家
２．生命科学研究を行う組織、機関、会社
３．生命科学に関する教育や研修を提供する組織、機関、会社
４．生命科学研究の許可を与える、またはその研究を助成、促進、監視もしくは評価する組織および機関
５．生命科学分野の科学組織、専門家協会、雇用者および従業員からなる組織
６．バイオセキュリティに関連した生物剤または生体毒素を管理、備蓄、貯蔵または輸送する組織、機関、会社
７．生命科学に関する出版物を取り扱う著者、編集者、発行者と生命科学に関するホームページの管理者

対象集団

行動規則

意識の向上

生命科学に携わる専門家に対して行う教育や研修において、生物学、生物医学、生命工学、その他の
生命科学研究の悪用のリスクや、BTWCや他の関連する規制によって課せられた制約に関して、特に
注意を払うこと
専門雑誌やホームページでのバイオセキュリティに関する記事に対して、常時注意を払うこと

申請時や評価手続き、研究プロジェクトの実施時に、デュアルユース性に関して審査すること
デュアルユース性のある事柄が確認された時は、研究から期待される結果とリスクを比較検討すること
デュアルユース性のある生命科学研究の結果の科学出版物での公表が、意図せず知識の悪用に繋が
るリスクを下げること

研究および発表に関する方針

説明責任と監視

デュアルユース技術の悪用のいかなる発見や疑いも、権限ある人物または委員会に直接報告すること
内部告発は真摯に受け止め、告発者が自らの行為によっていかなる不利益も被らないよう確保する
こと

バイオセキュリティ行動規範

序説

2 

生命科学の研究は、世界の健康や福祉の増進に多大な貢献をもたらす知識や理解を生み出す。しかし、同
じ知識や理解が、生物毒素兵器の開発に悪用される恐れもある。多くの国々は、1972年の生物・毒素兵器
禁止条約（BTWC）への署名、批准によって、生物・毒素兵器の開発、生産、貯蔵、取得の根絶に向けて、重
要な一歩を踏み出した。しかし、これによって生物科学研究の悪用のリスクが排除されたわけではない。依
然として条約に署名していない国もあれば、テロリストが生物剤や毒素を使用するリスク（バイオテロリズム）
もある。
　生物学、生物医学、生命工学等に携わる科学者その他の専門家は、それぞれの職業の倫理規定や、科学
者としての責任による拘束を受ける。また、彼らの行動は、法律や様々な服務規定によっても規律されてい
る。これらの規則や規制の多くは、生物・毒素兵器開発への生命科学研究の悪用のリスクを大きく下げるも
のである。
　それでもなお、生命科学研究の悪用（デュアル・ユース）の可能性を強調し続けることは重要である。この
重要性は、行動規範の採択等によって悪用に対する認識を高めることの重要性に言及した、第６回BTWC
運用検討会議（2006年11月～12月）の最終宣言でも再確認されている。そのため、教育文化科学省からの
要請を受けて、王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）は、オランダにおけるバイオセキュリティのための
行動規範の起草という任務を引き受けた。

バイオセキュリティ行動規範に規定される規則は、それぞれのレベルにおける規範の実施と遵守を要請する。
このレベルは、規範の中で特定された様々な対象集団に対応している。意識喚起や説明責任、監視に関す
る要求は、主として研究者、実験室内労働者、管理者等の個人を対象とする。その他の規定は研究機関や金
融機関、監視機関に適用される。
　行動規範の規定は、多様なレベルの多様な種類の組織に適用されるため、個々の研究所における必要性
に応じた実施のための調整は、組織の責任において行うことが重要である。実際には、行動規範の規則の
多くは、既にバイオセーフティ方針または職業衛生安全法に基づいた既存の規則やガイドラインによって既
に実施されているであろう。しかし、規則や規定の追加が場合によっては必要である。

研究組織・機関は、これらの追加的な規約と指示が遵守されているかを自ら監視することが可能であろう。
研究組織・機関は、監督責任を持つ遵守指導官を任命しなければならないであろうから、中央監督機関は
必要ない。しかし、監視と調整のために、国家バイオセキュリティセンターを創設することは有益であろう*1。
このセンターの活動には以下の内容が含まれる。
　・バイオセキュリティ領域に関連した進捗の監視
　・ホームページの最新情報の更新、管理を含めた、情報や教材の公表の統合
　・会合の開催
　・政府や市民社会の関係者との関係の維持
　・デュアルユース性のある生命科学研究の結果が公表されるべきか、助言を出来る専門家との協議
　・バイオセキュリティ行動規範への意識喚起とその遵守に関する定期的な評価の実施

2.1

行動規範の実施と遵守2.2

監督と監視2.3
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アクセスのしやすさ

デュアルユース性のある研究が行われている、またはデュアルユース性のある生物剤が保管されている
研究機関や会社の従業員や訪問者に対して、バイオセキュリティの側面に特に注意を払った（追加的
な）検査を行うこと

所轄官庁や他の関係団体と協議して、デュアルユース性のある生物剤の輸送者と受領者に対して、バ
イオセキュリティの側面に注意を払った（追加的な）検査を行うこと

出荷と輸送

行動規範草案に対する注釈3

バイオセキュリティ行動規範を作成するうえで、多くの関係者、および専門家のコメントを頂き感謝してい
る。また、既存の規範についても研究が行われた。これらの規範は、行動規範の「独特」な文体および、時に
は特定の専門用語の有用な実例となった。行動規範は、明確な手続きを規定すべきではないことが明らか
になった。そのような手続きは、既存の規則や規制において示されているか、または、手続き規則・規制が存
在しない場合には、行動規範を実施するために、企業や組織が独自に、個別のガイドラインを作成することが
出来る。
　行動規範の規則を、以下に簡潔に説明する。　

自覚を持たせ、そしてそれを高めることが、行動規範を採択する最も重要な理由である。それゆえ、意識の向
上を最初に記述している。第一節は、バイオセキュリティを定期的、かつ永続的な訓練の要素として、科学者
の教育の初期段階のみならず、その後の訓練やその他の機会においても組み込まなければならない、科学
界または産業界の指導者や管理者に向けられたものである。
　専門誌や専門家団体のウェブサイトもまた、バイオセキュリティ問題に注意を払わなければならない。これは、
たとえば、現在の進展について記載したり、専門家によるインタビューを出版したり、特にウェブサイト上では、
バイオセキュリティというテーマに関する適切な情報への特別なページを提供することにより行うべきである。
　生命科学分野で働いている非常に多くの人が、それぞれの専門における進展の最新情報や、時に職や受
講可能な課程を探すために、これらの情報源を常に調べている。彼らの関心は、次には、潜在的なデュアル
ユース応用により生じ得るリスクに向けられるであろう。 

最初に伝えておきたいことは、これらの行動規則は、（新しい）研究や科学的な発表を遅らせようとするもの
ではないことである。出発点は、科学的研究とこれと一体である研究成果発表の進展が妨害されないように
することである。
　しかしながら、生命科学分野の研究に着手し、資金を集め、あるいは実行する上で、直接的または間接的
な責任をもつ全ての個人または研究機関に対し、研究を行うか否かの判断基準の一つとして、デュアルユー
ス性の有無を考慮すべきであると要求することは、正当なことである。バイオセキュリティは、生命科学研究の
申請および評価フォームの中で、考慮すべきチェックリストの項目として明確に含まれるべきである。ほとんど
の事例において、バイオセキュリティの側面が最終的な決定に影響を与えないのは、リスクが非常に小さいた
めであるか、またはリスクに勝る研究の利点があるためであるが、後者の場合、研究過程を通して適切な安
全対策がとられなければならない。研究によるリスクが、期待される利益よりも明らかに大きい場合にのみ、

生命科学に携わる専門家に対して行う教育や研修において、生物学、生物医学、生命工学、その他の
生命科学研究の悪用のリスクや、BTWCや他の関連する規制によって課せられた制約に関して、特
に注意を払うこと
専門雑誌やホームページでのバイオセキュリティに関する記事に対して、常時注意を払うこと 

意識の向上

研究および発表に関する方針

申請時や評価手続き、研究プロジェクトの実施時に、デュアルユース性に関して審査すること
デュアルユース性のある事柄が確認された時は、研究から期待される結果とリスクを比較検討すること
デュアルユース性のある生命科学研究の結果の科学出版物での公表が、意図せず知識の悪用に繋
がるリスクを下げること 

内部・外部とのコミュニケーション

デュアルユース性のある研究、または物質についての情報に関する内部、外部のEメールや郵便物、電
話、データ保存に（追加的な）セキュリティをかけること
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アクセスのしやすさ

デュアルユース性のある研究が行われている、またはデュアルユース性のある生物剤が保管されている
研究機関や会社の従業員や訪問者に対して、バイオセキュリティの側面に特に注意を払った（追加的
な）検査を行うこと

所轄官庁や他の関係団体と協議して、デュアルユース性のある生物剤の輸送者と受領者に対して、バ
イオセキュリティの側面に注意を払った（追加的な）検査を行うこと

出荷と輸送

行動規範草案に対する注釈3

バイオセキュリティ行動規範を作成するうえで、多くの関係者、および専門家のコメントを頂き感謝してい
る。また、既存の規範についても研究が行われた。これらの規範は、行動規範の「独特」な文体および、時に
は特定の専門用語の有用な実例となった。行動規範は、明確な手続きを規定すべきではないことが明らか
になった。そのような手続きは、既存の規則や規制において示されているか、または、手続き規則・規制が存
在しない場合には、行動規範を実施するために、企業や組織が独自に、個別のガイドラインを作成することが
出来る。
　行動規範の規則を、以下に簡潔に説明する。　

自覚を持たせ、そしてそれを高めることが、行動規範を採択する最も重要な理由である。それゆえ、意識の向
上を最初に記述している。第一節は、バイオセキュリティを定期的、かつ永続的な訓練の要素として、科学者
の教育の初期段階のみならず、その後の訓練やその他の機会においても組み込まなければならない、科学
界または産業界の指導者や管理者に向けられたものである。
　専門誌や専門家団体のウェブサイトもまた、バイオセキュリティ問題に注意を払わなければならない。これは、
たとえば、現在の進展について記載したり、専門家によるインタビューを出版したり、特にウェブサイト上では、
バイオセキュリティというテーマに関する適切な情報への特別なページを提供することにより行うべきである。
　生命科学分野で働いている非常に多くの人が、それぞれの専門における進展の最新情報や、時に職や受
講可能な課程を探すために、これらの情報源を常に調べている。彼らの関心は、次には、潜在的なデュアル
ユース応用により生じ得るリスクに向けられるであろう。 

最初に伝えておきたいことは、これらの行動規則は、（新しい）研究や科学的な発表を遅らせようとするもの
ではないことである。出発点は、科学的研究とこれと一体である研究成果発表の進展が妨害されないように
することである。
　しかしながら、生命科学分野の研究に着手し、資金を集め、あるいは実行する上で、直接的または間接的
な責任をもつ全ての個人または研究機関に対し、研究を行うか否かの判断基準の一つとして、デュアルユー
ス性の有無を考慮すべきであると要求することは、正当なことである。バイオセキュリティは、生命科学研究の
申請および評価フォームの中で、考慮すべきチェックリストの項目として明確に含まれるべきである。ほとんど
の事例において、バイオセキュリティの側面が最終的な決定に影響を与えないのは、リスクが非常に小さいた
めであるか、またはリスクに勝る研究の利点があるためであるが、後者の場合、研究過程を通して適切な安
全対策がとられなければならない。研究によるリスクが、期待される利益よりも明らかに大きい場合にのみ、

生命科学に携わる専門家に対して行う教育や研修において、生物学、生物医学、生命工学、その他の
生命科学研究の悪用のリスクや、BTWCや他の関連する規制によって課せられた制約に関して、特
に注意を払うこと
専門雑誌やホームページでのバイオセキュリティに関する記事に対して、常時注意を払うこと 

意識の向上

研究および発表に関する方針

申請時や評価手続き、研究プロジェクトの実施時に、デュアルユース性に関して審査すること
デュアルユース性のある事柄が確認された時は、研究から期待される結果とリスクを比較検討すること
デュアルユース性のある生命科学研究の結果の科学出版物での公表が、意図せず知識の悪用に繋
がるリスクを下げること 

内部・外部とのコミュニケーション

デュアルユース性のある研究、または物質についての情報に関する内部、外部のEメールや郵便物、電
話、データ保存に（追加的な）セキュリティをかけること
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説明責任と監視

デュアルユース技術のいかなる悪用の発見や疑いも、権限ある人物または委員会に直接報告すること
内部告発は真摯に受け止め、告発者が自らの行為によっていかなる不利益も被らないよう確保する
こと

アクセシビリティ

デュアルユース性のある研究が行われている、またはデュアルユース性のある生物剤が保管されて
いる研究機関や会社の従業員や訪問者に対して、バイオセキュリティの側面に特に注意を払った（追
加的な）検査を行うこと

発送と輸送

所轄官庁や他の関係団体と協議して、デュアルユース性のある生物剤の輸送者と受領者に対して、バ
イオセキュリティの側面に注意を払った（追加的な）検査を行うこと

デュアルユース性のある研究または物質についての情報に関する、内部、外部のEメールや郵便物、
電話、データ保存に（追加的な）セキュリティをかけること

内部また外部とのコミュニケーション

行動規範は、当該研究を実施しないよう助言する。
　研究結果の発表を規律する規則は、研究実施に関する規則から得られる。ここでも、発表することが原則
であり、発表しないというのは稀な例外である。これは、米国の経験から明らかである。一例を挙げると、デュ
アルユースの側面をもつ数千の論文を審査したところ、5～6本の論文のみが問題となったが、現在まで、論
文を公表しないという結論には至ったことはない。たとえ研究結果において、明らかにデュアルユース性が
あったとしても、その成果を発表するべきではないということにはならないのである。そのような研究結果は、
論文の悪用を目論む者が容易に悪用できるような説明を示さない方法で発表することが出来る。
  出版者、編集者または査読者は、論文を査読する際、情報のデュアルユース性を考慮するよう求められるこ
とがある。論文を発表するかどうかの疑問が提起される例外的な場合には、最終決定は特別に任命された
専門家委員会が下すこととなるであろう。
  最後に（つけ加えるならば）、一度論文が発表された後、当初は危険だとみなされなかった論文の情報が
後に、新しい科学の発展によってデュアルユース性があることが証明されるかもしれない。これはほぼ避ける
事のできない事実である。

説明責任と監視を求めることは、企業や科学研究機関内に、相互不信の文化を作り出すことを意図するもの
ではない。同僚や来訪者が信義誠実に従って行動していると信頼することは常に重要である。しかしながら
歴史は、特にオランダにおいては、信頼の濫用が起こり得ることを示している。有名な例として、パキスタンの
原子物理学者Khanの行動がある。彼は長年働いていたオランダ企業ウレンコから原子爆弾の「レシピ」を
持ち去った。それゆえに、異常な行動や振る舞いは、企業または研究所内において特別に任命された担当
者に報告されるべきである。いかなる報告も、特に個人に対する警告の場合は、当然ながら内密かつ慎重
に、対処されなければならない。
　一方、内部告発者が、自己の行為に対する報復を受けないことを保証することは重要である。たとえば、告
発が根拠のないものと証明された場合でも、告発者の個人情報は保障されるべきである。しかし、そのような
場合には、告発者が内部情報を提供する上で隠れた動機を持っていたか否かを、オンブズマンは調べること
は出来る。

多くの内外との通信は、今日電子的に行われているため、メールの傍受、ウェブサイトへの不法侵入、USBス
ティックの紛失等のリスクが存在する。それゆえに、研究機関は、デュアルユース性のある研究または物質に
関する情報伝達、またデータ保管を行う者が、メールの回線を分別して使用したり、情報を暗号化したり、セ
キュリティ機構を利用してUSBスティックを保護する等、自己の通信に追加のセキュリティを利用するよう、確
保しなければならない。
　また、郵便や電話、ファックス、または従業員が仕事場から自宅へ書類を持ち帰る等、伝統的な通信方法
で情報が送付される際にも、適切な安全対策をとるべきであることは言うまでもない。
　これらの領域での追加のセキュリティ実施に対する責務は、ICT管理者にあるが、潜在的なリスクを見つけ
出すには、情報自体に責任をもつ個人の手助けが必要である。

バイオセーフティに関連する様々な法規則は、研究所や研究機関へのアクセスを取り締まる数多くの規則や
ガイドラインを既に含んでいる。これらの規則は、バイオセキュリティという文脈においては、安全性を保証す
るには一般的に適切である。しかしながら、物質に関して、また、従業員と来訪者の審査手続きにおいて、追
加の安全対策が必要かどうかを研究所や研究機関が調査することは重要である。
　特に大学や高度専門教育機関、また病院といった準公共機関は、一般人がアクセスできない場所に、潜
在的にデュアルユース性のある物質が適切に防護されているかどうかを調査しなければならない。
　バイオセーフティの観点から生物剤の輸送を規律する多くの規制は既に存在する。バイオセキュリティの文
脈においては、デュアルユース性のある剤の輸送者と受領者に注目すべきである。組織は、所轄官庁と協議
し、バイオセキュリティに関して、従業員と輸送者に追加的な審査要件を課すことが可能か、また課すべきか
を調査することが出来る。発送者は、デュアルユース性のある物質の受領者が、科学的な目的のためにのみ
受け取った物質を使用することを確信できなければならない。もし何らかの疑いがあれば、その後の照会に
より当該物質を輸送しないという決定に至ることもあり得る。
　セキュリティ担当職員は、バイオセキュリティに関連するリスクを認識する上で必要な、いかなる訓練も受け
情報も得るべきである。
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　研究結果の発表を規律する規則は、研究実施に関する規則から得られる。ここでも、発表することが原則
であり、発表しないというのは稀な例外である。これは、米国の経験から明らかである。一例を挙げると、デュ
アルユースの側面をもつ数千の論文を審査したところ、5～6本の論文のみが問題となったが、現在まで、論
文を公表しないという結論には至ったことはない。たとえ研究結果において、明らかにデュアルユース性が
あったとしても、その成果を発表するべきではないということにはならないのである。そのような研究結果は、
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  出版者、編集者または査読者は、論文を査読する際、情報のデュアルユース性を考慮するよう求められるこ
とがある。論文を発表するかどうかの疑問が提起される例外的な場合には、最終決定は特別に任命された
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後に、新しい科学の発展によってデュアルユース性があることが証明されるかもしれない。これはほぼ避ける
事のできない事実である。

説明責任と監視を求めることは、企業や科学研究機関内に、相互不信の文化を作り出すことを意図するもの
ではない。同僚や来訪者が信義誠実に従って行動していると信頼することは常に重要である。しかしながら
歴史は、特にオランダにおいては、信頼の濫用が起こり得ることを示している。有名な例として、パキスタンの
原子物理学者Khanの行動がある。彼は長年働いていたオランダ企業ウレンコから原子爆弾の「レシピ」を
持ち去った。それゆえに、異常な行動や振る舞いは、企業または研究所内において特別に任命された担当
者に報告されるべきである。いかなる報告も、特に個人に対する警告の場合は、当然ながら内密かつ慎重
に、対処されなければならない。
　一方、内部告発者が、自己の行為に対する報復を受けないことを保証することは重要である。たとえば、告
発が根拠のないものと証明された場合でも、告発者の個人情報は保障されるべきである。しかし、そのような
場合には、告発者が内部情報を提供する上で隠れた動機を持っていたか否かを、オンブズマンは調べること
は出来る。

多くの内外との通信は、今日電子的に行われているため、メールの傍受、ウェブサイトへの不法侵入、USBス
ティックの紛失等のリスクが存在する。それゆえに、研究機関は、デュアルユース性のある研究または物質に
関する情報伝達、またデータ保管を行う者が、メールの回線を分別して使用したり、情報を暗号化したり、セ
キュリティ機構を利用してUSBスティックを保護する等、自己の通信に追加のセキュリティを利用するよう、確
保しなければならない。
　また、郵便や電話、ファックス、または従業員が仕事場から自宅へ書類を持ち帰る等、伝統的な通信方法
で情報が送付される際にも、適切な安全対策をとるべきであることは言うまでもない。
　これらの領域での追加のセキュリティ実施に対する責務は、ICT管理者にあるが、潜在的なリスクを見つけ
出すには、情報自体に責任をもつ個人の手助けが必要である。

バイオセーフティに関連する様々な法規則は、研究所や研究機関へのアクセスを取り締まる数多くの規則や
ガイドラインを既に含んでいる。これらの規則は、バイオセキュリティという文脈においては、安全性を保証す
るには一般的に適切である。しかしながら、物質に関して、また、従業員と来訪者の審査手続きにおいて、追
加の安全対策が必要かどうかを研究所や研究機関が調査することは重要である。
　特に大学や高度専門教育機関、また病院といった準公共機関は、一般人がアクセスできない場所に、潜
在的にデュアルユース性のある物質が適切に防護されているかどうかを調査しなければならない。
　バイオセーフティの観点から生物剤の輸送を規律する多くの規制は既に存在する。バイオセキュリティの文
脈においては、デュアルユース性のある剤の輸送者と受領者に注目すべきである。組織は、所轄官庁と協議
し、バイオセキュリティに関して、従業員と輸送者に追加的な審査要件を課すことが可能か、また課すべきか
を調査することが出来る。発送者は、デュアルユース性のある物質の受領者が、科学的な目的のためにのみ
受け取った物質を使用することを確信できなければならない。もし何らかの疑いがあれば、その後の照会に
より当該物質を輸送しないという決定に至ることもあり得る。
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生物兵器の生産と使用への脅威が高まっているという認識が全世界に広まったため、バイオセキュリティ行
動規範を起草する決議が採択された。炭疽菌封書事件がまさにこれを実証している。バイオテロのリスクは、
生物・毒素*2兵器が政府によって使用される可能性がある、という脅威よりさらに深刻なものとしてみなされ
ている。バイオセキュリティ行動規範を作成するための取り組みはまた、オランダ政府が批准した生物・毒素
兵器禁止条約(BTWC)（付録１参照）にも関係する。2002年に行われた生物・毒素兵器禁止条約（BTWC）
第５回運用検討会議および同条約締約国の中間専門家会合において、行動規範の採択が要請された。こ
の要請は、2006年秋の生物・毒素兵器禁止条約（BTWC）の第6回運用検討会議で再び繰り返された。同
会議は、締約国が、自国領域またはその管轄もしくは管理下で行われた、条約または自国の刑法に違反する
可能性がある活動を報告する必要性の認識を、関係する専門家の中で高めるために必要な措置をとるよう
奨励する。この文脈において、行動規範と自己規制メカニズムの重要性の認識が高まりつつあることを認識
して、運用検討会議は、締約国に、「細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並び
に廃棄に関する条約」（生物・毒素兵器禁止条約）第6回運用検討会議の最終宣言第15項目(第IV条)*3に
規定される、行動規範と自己規制メカニズムの作成、公布、および採択を支援し、奨励するよう要請した。
　世界中の科学者集団の代表者を含む団体であるインターアカデミーパネル(IAP)等の学会は、生物・毒素
兵器禁止条約(BTWC)からの警告を受けとめた。その結果、68の科学学会がIAPの「バイオセキュリティ声
明」に署名した。この声明は2005年に発行されたが、同声明は、バイオセキュリティ行動規範を作成する際
考慮に入れなければならない原則を規定している。（付録２参照）
教育科学技術省の要請に応え、王立オランダ科学芸術アカデミー (KNAW)は、バイオセキュリティ行動規範
をオランダ政府のために起草した。

バイオセキュリティ行動規範の背景4

背景と前史4.1

炭疽菌封書事件（2001年9月）

2001年9月11日のすぐ後に、アメリカは新たな恐怖を味わった。それはいわゆる炭疽菌封書事件であ
る。封書は２回に分けて送付された。1回目は2001年9月18日、ニュージャージー州のトレントンから、
ニューヨークとフロリダ州のボカラトンの新聞社とマスコミに送られた。たった２通しか発見されなかっ
たが、炭疽のアウトブレイクを見るからに、もっとあったであろう、という結論に至った。そして10月9日
には、もう２通の封書が再びトレントンから、ワシントンＤＣの国会議事堂にいる２人の民主党の上院
議員あてに送られた。その2通の封書の中の炭疽菌は1回目のものより強力であり、約1gのほぼ純粋
な炭疽菌芽胞が入っていた。研究者によれば、炭疽菌は兵器化されていたといわれたが、後に否定さ
れた。22人以上が感染し、そのうち11人の症状は生命に関わるものであった。5人が最終的に亡く
なった。炭疽菌封書事件は世界的なパニックを引き起こし、郵便物の取り扱いに追加的な安全対策
が取られるようになった。その後、何度か同様の手法が新たな攻撃（テロ）への疑念を想起させた。な
ぜなら、必ず現れる「ジョーカー」が異なった種類の白い粉を封筒に入れて送ってきたからである。

*2 毒素toxinは、一般的に生物由来の効力の高い複雑な有機化合物を指すのに使われる。毒素には一般に、鉱物、植物、微生物、動物性の毒素がある。　*3 訳者注：
生物・毒素兵器禁止条約第12条関連の措置としての要請である。 *4 http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/29B727532FecBE96C12571860035A6DB?OpenDocument

生物兵器 

生物兵器、毒素兵器とはなにか？多くの異なる定義や説明があるが、生物・毒素兵器禁止条約（BTWC）に
対する説明覚書は、これらの兵器を次のように説明する*4：

生物兵器は、人間や動植物を殺すかまたは危害を加えるために病気を引き起こす生物体、または毒素を広
めるための装置である。それらは一般的に２つの部分－病原体と撒布装置－から構成される。生物兵器は、
戦略兵器または戦術兵器としての軍用に加え、暗殺（政治的影響を持つ）に使うことができ、（たとえば強制
隔離を通して）社会的混乱を引き起こし、食物連鎖にある家畜を殺し農業生産を抹殺し（それにより経済的
損害が起きる）、または環境問題を生み出すことができる。病気を引き起こすほぼすべての病原体（バクテリ
ア、ウイルス、菌類、プリオン、リケッチア）および毒素（動植物、微生物に由来する、あるいは類似の合成物質）
を生物兵器として使うことができる。生物兵器として生産されようとした過去の例には、̶ アフラトキシン、炭
疽菌、ボツリヌス毒素、口蹄疫、鼻疽、ペスト、Ｑ熱、イモチ病、リシン、ロッキー山紅斑熱、天然痘、野兎病があ
る。これらの病原体は、自然の状態からより兵器に適するように効力を増加させることができる。
　撒布装置もまた、様々な形態を取り得る。中にはきわめて兵器に似たものもある。過去の開発プログラムで
は、ミサイル、爆弾、手榴弾、ロケットが作られた。また多くのプログラムで、航空機、車、トラック、ボートに備え
付けるためのスプレータンクが作られた。汚染された食物、衣服はもちろん、様々なスプレー、ブラシ、注入シ
ステムなど、暗殺および任務妨害のために使用する撒布装置を開発する取り組みも報告されている。
　これらの兵器は、国家によって開発、使用される恐れがあるのと同様に、現代科学技術の発達により、民
間組織や私人の集団、または個人でさえもますます獲得することが可能なものになりつつある。そのような非
国家主体による兵器の使用は、バイオテロリズムとして知られる。政治的動機または犯罪行為のために、生物
兵器は20世紀の間、何度も使われてきた。

生物・毒素兵器禁止条約（BTWC）の説明覚書で引用されているように、生物兵器に使用され得る病原体は
多数存在する。一方で、これらの多くの病原体は、医学、生物学、農業分野の研究開発において非常に重要
である。つまり、これらの病原体は2つの目的で使用され得るのである。国際社会で使われる、このようなタイ
プの病原体を表す単語が「デュアルユース」である。
　「デュアルユース」は、生物剤の悪用の危険性に関して討議する際の重要な用語である。この用語の一般
的説明の一つが、米国バイオセキュリティ国家科学諮問委員会（NSABB）によって示されている。その説明と
は、「現在の了解では、知見、産物、技術が提供されると合理的に期待されるが、他者が直接的に悪用するこ
とで、公衆衛生、農業、植物、動物、環境や物質に脅威を引き起こす可能性がある研究」である。
　米国バイオセキュリティ国家科学諮問委員会（NSABB）は、以下のような、知見、産物、技術に対して特別
な注目が必要であると主張している。
̶生物剤や毒素による有害な結果を増大させるもの
̶臨床上や農業上の正当化なしに、免疫力や免疫の有効性を破壊するもの
̶臨床的あるいは農業上において有用な予防的あるいは治療的介入に対して、生物剤や毒素に抵抗力を
与えるもの、検知システムから逃れようとする能力を促進させるもの

̶生物剤や毒素の安定性、伝染性またはそれらを撒布する能力を向上させるもの
̶生物剤や毒素の宿主域や親和性を変容させるもの
̶宿主集団の感受性を上げるもの
̶新種の病原体や毒素を発生させたり、根絶あるいは絶滅された生物剤を再合成するもの　
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生物兵器の生産と使用への脅威が高まっているという認識が全世界に広まったため、バイオセキュリティ行
動規範を起草する決議が採択された。炭疽菌封書事件がまさにこれを実証している。バイオテロのリスクは、
生物・毒素*2兵器が政府によって使用される可能性がある、という脅威よりさらに深刻なものとしてみなされ
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第５回運用検討会議および同条約締約国の中間専門家会合において、行動規範の採択が要請された。こ
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バイオセキュリティ行動規範の背景4

背景と前史4.1
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*2 毒素toxinは、一般的に生物由来の効力の高い複雑な有機化合物を指すのに使われる。毒素には一般に、鉱物、植物、微生物、動物性の毒素がある。　*3 訳者注：
生物・毒素兵器禁止条約第12条関連の措置としての要請である。 *4 http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/29B727532FecBE96C12571860035A6DB?OpenDocument

生物兵器 
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バイオセキュリティ国家科学諮問委員会（NSABB）のメンバーたちによる多くの考慮の表明からも明らかで
あるように、リストに挙げられている特徴は、実際には必ずしも研究方針の最終的な結論を導くわけではな
い。例えば、バイオセキュリティ国家科学諮問委員会（NSABB）のメンバーのAnne Vidaverは「デュアル
ユースの懸念は、研究そのものの実施にあるのではなく、研究がもたらした技術の悪用にある」と述べてい
る。従って、研究をデュアルユースとして位置づけることは、必ずしも研究を行うべきではない、またはその結
果を公表すべきではないという意味ではない。興味深いことに、バイオセキュリティ国家科学諮問委員会
（NSABB）は、「デュアルユース研究」という用語に「(デュアルユースの)懸念がある」という単語を追加してい
る。これは、すべてのデュアルユースの研究が懸念の原因ではないということを意味する。研究の結果を直接
的に悪用することができる場合（「即時性」）、そしてその悪用が、必ずしも多くの犠牲を意味しないが、大規
模な社会的混乱といった重大な結果をもたらし得るとき（「範囲」）に問題は生じるのである。
　しかしながら、これらの２つの基準だけでは、すぐには明確にはならない。特にテロリストの目的というのは、
即時に、そして大規模に被害を出すことを狙っているように見えないからである。しかし、常にそう言い得ると
は限らないのではないか。2001年、米国での炭疽菌事件は最終的に５人の死亡者「しか」出さなかったが、
テロが起こしたパニックは甚大であった。
　悪用される可能性のある生物剤は何千もあるが、既に引用した文書、条約、報告書等は、とりわけ悪用さ
れる恐れがある特定の剤について言及している。特定の剤の詳細なリストは、CBRNE（CBRNE：Chemical
化学兵器、Bio log ica l生物兵器、Radio log ica l放射性物質、Nuclear核兵器、Explos ive爆発物）
-Biological Warfare Agents誌*5の論文で検索できる。また米国を含む多くの国家で、独自の規制リストが
ある*6。オランダの健康審議会には、米国のリストよりずっと簡潔な化学物質リストがあり*7、天然痘（痘瘡）、
炭疽菌、ペスト菌（ペスト）、クロストリジウムボツリヌス毒素（ボツリヌス中毒）、野兎病菌（野兎病）、インフルエ
ンザウイルスが挙げられている。規制リストに加え、既存の病原体の遺伝子組み換えに関しても考慮する必
要性が増している。
　オランダ経済省は、デュアルユース性のある微生物と毒素に関するリストを含む「戦略物資に関するマニュ
アル」を公表した。それ以外にも、他のイニシアティブが国際的なレベルで取られているが、最もよく知られて
いるイニシアティブがオーストラリア・グループである。それは非公式な取り決めで、オランダを含む39カ国と
欧州委員会が、懸念国からの輸出や積み替えが、化学物質や生物兵器の拡散に貢献する危険性を最小限
にとどめる取り組みを現在協力しながら行っている。参加国は、これを実行するために、疑わしい積み荷に関
する情報交換を行い、潜在的に疑わしい物質や剤のリストを集積している*8。

生物兵器が実際に使用される脅威はどれほどの規模なのだろうか。歴史的には、20世紀初頭までは生物兵
器の使用は３つの形式があった。①感染性病原体による食物や水の汚染、②兵器システムにおける微生物
や毒素の使用、③感染した物質や材料の撒布、である。
  例えば、神聖ローマ帝国皇帝フレデリックI世（赤髭王）は、飲料水の水源に死体を投げ入れた。また、アメリ
カインディアンには、天然痘患者によって使用されたシーツや衣服が与えられた。
  第一次世界大戦の間に採られた方法はそれよりは洗練されていた。しかし、サンクトペテルブルグにおいて
ドイツ人が腺ペストを蔓延させたという証拠はあるが、生物兵器は実際にはほとんど使用されなかった。
1925年に、108カ国が生物兵器の使用を禁止するジュネーブ議定書に署名したが*9、米国やソビエト連邦
を含むいくつかの国は生物兵器の生産と研究を継続した。日本は、第二次世界大戦の間、中国の囚人を利
用して実験を行っていた。また、イギリス、カナダと米国は、Gruinardというスコットランドの島で炭疽菌の実

験を実施しており、同島は1990年代にようやく「立ち入り可能」となった。実験は大戦後も続き、致命的な結
果ももたらした。一般には、1979年春、ロシアのスベルドロフスクで行われた炭疽菌の実験中の失敗が70人
以上の死者を生んだとされている。
　これは1972年の生物・毒素兵器禁止条約の署名後に生じた事故である。この条約は、生物兵器の開発
および生産を禁止している。その結果、ほとんど全ての国が武器の貯蔵を不能にしたか破壊したが、17カ国
は現在も生物兵器の所有や生産を行っている疑いがある。
　しかし最も大きな脅威は今日、テロリストによる生物兵器の使用によってもたらされると考えられている。こ
の恐れは米国における「9.11」やその直後の炭疽菌郵送事件の後に増大した。
　総合安全情報局(AIVD)やテロ対策調整官(NCTB)は、生物兵器が使用される危険性を含め、テロ攻撃
の実際の脅威の分析を絶えず行っている。現在においても、そのような生物兵器が使用される非常に深刻な
脅威はないと仮定しても合理的に安全、といえる状況である。その理由の一つとして、病原体を生産するため
に必要な生物学的・医学的知識をほとんどの人が持ち合わせていないことが挙げられる。学童でもインター
ネットから生物兵器の生産に関する指示書を簡単にダウンロードできる、という空想的なレポートはあまりに
誇張されている。そして現代では、水痘に汚染されている衣服や毛布はそう容易には手に入らない。それにも
かかわらず、どれだけ小さな脅威であろうが、それを過小評価したり取るに足らないものとみなしたりしては
ならないほどリスクは非常に高い。この警告はとりわけ科学コミュニティにあてはまる。

 

この分野の革命的な進歩により、社会の生命科学に対する関心は今まで以上に大きなものになっている。多
くの人が、近年達成された大発見が、健康、食糧そして環境問題を解決するという、大きな貢献がなされるこ
とを期待している。そして進歩は絶え間なく続いている。ゲノム学やプロテオミクスの分野における研究は、ま
だ初期段階にある。また、最近では多くの注目が合成生物学に集まっている。合成生物学は、生物学的構成
要素、装置およびシステム（DNA）の設計および複製、ならびに既存の自然生物学的体系（たとえばウイルス
や細菌）の特定の目的（たとえば医薬品の開発）のための再設計、と定義することができる。
　しかし同様に、これらの多くの進歩の中には潜在的な問題点がある。それは、生物兵器を生産したり、生物
テロの攻撃を起こしたりという悪用がありうることである。
　最先端の知識が生物兵器の生産のために必要とされている以上、高度の専門知識を持っている科学者
は、彼らの知識の応用や悪用には潜在的な危険性が結びついていると知っておくことが特に重要である。最
近のBrian Rappert*10らの研究は、比較的ごく少数の科学者しかこれらの危険性に気づいていないことを
示している。したがって、科学者の間で認識を高めることが死活的重要性を帯びる。また、これは、生物学者
のGerald Fink (マサチューセッツ工科大学)が議長を務めた、アメリカ国立研究会議委員会によって書かれ
た報告書「テロリズム時代の生物工学研究」の一つの結論でもある*11。この権威ある報告書は、アメリカ政
府がバイオセキュリティ国家科学諮問委員会（NSABB）を設立するのを促した。
　大規模な研究室の研究者、研究室の職員、そして他の従業員はかつてから大きな用心と警戒を示してい
る。なぜなら、研究成果の悪用の（あるいは悪用しようという）危険がなくても、感染や自然環境への潜在的に
有害な病原体の蔓延などのように、生物学や遺伝学の研究には多くの危険を伴うからである。これらの危険
に取り組むために、国家レベルおよび国際的レベルで多くの法や規則が公布されている。これらの規則の大
部分は、研究機関、会社、研究所で実践的なガイドラインに落とし込まれている。次節では、これらの法律と
規制を記述する。

　様々な政府機関が、病原体が故意にまき散らされる可能性を、ますます警戒していることに注目することも

重要である。例えばオランダでは、感染症制御国家調整官は、健康審議会の委員会によって2001年に*5 http://www.emedicine.com/emerg/topic853.htm　*6 http://www.cdc.gov/od/sap/docs/salist.pdf;　*7 Health Council. Verdediging tegen 
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http://www.australiagroup.net/en/control_list/bio_agents.htm　*9 訳者註：1925年に署名したのが108ヵ国というのは誤りである。1925年に署名したのは、
オーストリア、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、チェコ、デンマーク、エジプト、エルサルバドル、エストニア、エチオピア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、イ
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シャム（タイ）、トルコ、英国、米国、ウルグアイ、ベネズエラ、ユーゴスラビアの39ヵ国である。出典：Dietrich Schindler & Jiri Toman, The Laws of Armed Conflicts: 

A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents [4th ed.] (Martinus Nijhoff, 2004), pp.108-115.  なお、2009年4月現在この議定書の

締約国は135ヵ国である。
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バイオセキュリティ国家科学諮問委員会（NSABB）のメンバーたちによる多くの考慮の表明からも明らかで
あるように、リストに挙げられている特徴は、実際には必ずしも研究方針の最終的な結論を導くわけではな
い。例えば、バイオセキュリティ国家科学諮問委員会（NSABB）のメンバーのAnne Vidaverは「デュアル
ユースの懸念は、研究そのものの実施にあるのではなく、研究がもたらした技術の悪用にある」と述べてい
る。従って、研究をデュアルユースとして位置づけることは、必ずしも研究を行うべきではない、またはその結
果を公表すべきではないという意味ではない。興味深いことに、バイオセキュリティ国家科学諮問委員会
（NSABB）は、「デュアルユース研究」という用語に「(デュアルユースの)懸念がある」という単語を追加してい
る。これは、すべてのデュアルユースの研究が懸念の原因ではないということを意味する。研究の結果を直接
的に悪用することができる場合（「即時性」）、そしてその悪用が、必ずしも多くの犠牲を意味しないが、大規
模な社会的混乱といった重大な結果をもたらし得るとき（「範囲」）に問題は生じるのである。
　しかしながら、これらの２つの基準だけでは、すぐには明確にはならない。特にテロリストの目的というのは、
即時に、そして大規模に被害を出すことを狙っているように見えないからである。しかし、常にそう言い得ると
は限らないのではないか。2001年、米国での炭疽菌事件は最終的に５人の死亡者「しか」出さなかったが、
テロが起こしたパニックは甚大であった。
　悪用される可能性のある生物剤は何千もあるが、既に引用した文書、条約、報告書等は、とりわけ悪用さ
れる恐れがある特定の剤について言及している。特定の剤の詳細なリストは、CBRNE（CBRNE：Chemical
化学兵器、Bio log ica l生物兵器、Radio log ica l放射性物質、Nuclear核兵器、Explos ive爆発物）
-Biological Warfare Agents誌*5の論文で検索できる。また米国を含む多くの国家で、独自の規制リストが
ある*6。オランダの健康審議会には、米国のリストよりずっと簡潔な化学物質リストがあり*7、天然痘（痘瘡）、
炭疽菌、ペスト菌（ペスト）、クロストリジウムボツリヌス毒素（ボツリヌス中毒）、野兎病菌（野兎病）、インフルエ
ンザウイルスが挙げられている。規制リストに加え、既存の病原体の遺伝子組み換えに関しても考慮する必
要性が増している。
　オランダ経済省は、デュアルユース性のある微生物と毒素に関するリストを含む「戦略物資に関するマニュ
アル」を公表した。それ以外にも、他のイニシアティブが国際的なレベルで取られているが、最もよく知られて
いるイニシアティブがオーストラリア・グループである。それは非公式な取り決めで、オランダを含む39カ国と
欧州委員会が、懸念国からの輸出や積み替えが、化学物質や生物兵器の拡散に貢献する危険性を最小限
にとどめる取り組みを現在協力しながら行っている。参加国は、これを実行するために、疑わしい積み荷に関
する情報交換を行い、潜在的に疑わしい物質や剤のリストを集積している*8。

生物兵器が実際に使用される脅威はどれほどの規模なのだろうか。歴史的には、20世紀初頭までは生物兵
器の使用は３つの形式があった。①感染性病原体による食物や水の汚染、②兵器システムにおける微生物
や毒素の使用、③感染した物質や材料の撒布、である。
  例えば、神聖ローマ帝国皇帝フレデリックI世（赤髭王）は、飲料水の水源に死体を投げ入れた。また、アメリ
カインディアンには、天然痘患者によって使用されたシーツや衣服が与えられた。
  第一次世界大戦の間に採られた方法はそれよりは洗練されていた。しかし、サンクトペテルブルグにおいて
ドイツ人が腺ペストを蔓延させたという証拠はあるが、生物兵器は実際にはほとんど使用されなかった。
1925年に、108カ国が生物兵器の使用を禁止するジュネーブ議定書に署名したが*9、米国やソビエト連邦
を含むいくつかの国は生物兵器の生産と研究を継続した。日本は、第二次世界大戦の間、中国の囚人を利
用して実験を行っていた。また、イギリス、カナダと米国は、Gruinardというスコットランドの島で炭疽菌の実

験を実施しており、同島は1990年代にようやく「立ち入り可能」となった。実験は大戦後も続き、致命的な結
果ももたらした。一般には、1979年春、ロシアのスベルドロフスクで行われた炭疽菌の実験中の失敗が70人
以上の死者を生んだとされている。
　これは1972年の生物・毒素兵器禁止条約の署名後に生じた事故である。この条約は、生物兵器の開発
および生産を禁止している。その結果、ほとんど全ての国が武器の貯蔵を不能にしたか破壊したが、17カ国
は現在も生物兵器の所有や生産を行っている疑いがある。
　しかし最も大きな脅威は今日、テロリストによる生物兵器の使用によってもたらされると考えられている。こ
の恐れは米国における「9.11」やその直後の炭疽菌郵送事件の後に増大した。
　総合安全情報局(AIVD)やテロ対策調整官(NCTB)は、生物兵器が使用される危険性を含め、テロ攻撃
の実際の脅威の分析を絶えず行っている。現在においても、そのような生物兵器が使用される非常に深刻な
脅威はないと仮定しても合理的に安全、といえる状況である。その理由の一つとして、病原体を生産するため
に必要な生物学的・医学的知識をほとんどの人が持ち合わせていないことが挙げられる。学童でもインター
ネットから生物兵器の生産に関する指示書を簡単にダウンロードできる、という空想的なレポートはあまりに
誇張されている。そして現代では、水痘に汚染されている衣服や毛布はそう容易には手に入らない。それにも
かかわらず、どれだけ小さな脅威であろうが、それを過小評価したり取るに足らないものとみなしたりしては
ならないほどリスクは非常に高い。この警告はとりわけ科学コミュニティにあてはまる。

 

この分野の革命的な進歩により、社会の生命科学に対する関心は今まで以上に大きなものになっている。多
くの人が、近年達成された大発見が、健康、食糧そして環境問題を解決するという、大きな貢献がなされるこ
とを期待している。そして進歩は絶え間なく続いている。ゲノム学やプロテオミクスの分野における研究は、ま
だ初期段階にある。また、最近では多くの注目が合成生物学に集まっている。合成生物学は、生物学的構成
要素、装置およびシステム（DNA）の設計および複製、ならびに既存の自然生物学的体系（たとえばウイルス
や細菌）の特定の目的（たとえば医薬品の開発）のための再設計、と定義することができる。
　しかし同様に、これらの多くの進歩の中には潜在的な問題点がある。それは、生物兵器を生産したり、生物
テロの攻撃を起こしたりという悪用がありうることである。
　最先端の知識が生物兵器の生産のために必要とされている以上、高度の専門知識を持っている科学者
は、彼らの知識の応用や悪用には潜在的な危険性が結びついていると知っておくことが特に重要である。最
近のBrian Rappert*10らの研究は、比較的ごく少数の科学者しかこれらの危険性に気づいていないことを
示している。したがって、科学者の間で認識を高めることが死活的重要性を帯びる。また、これは、生物学者
のGerald Fink (マサチューセッツ工科大学)が議長を務めた、アメリカ国立研究会議委員会によって書かれ
た報告書「テロリズム時代の生物工学研究」の一つの結論でもある*11。この権威ある報告書は、アメリカ政
府がバイオセキュリティ国家科学諮問委員会（NSABB）を設立するのを促した。
　大規模な研究室の研究者、研究室の職員、そして他の従業員はかつてから大きな用心と警戒を示してい
る。なぜなら、研究成果の悪用の（あるいは悪用しようという）危険がなくても、感染や自然環境への潜在的に
有害な病原体の蔓延などのように、生物学や遺伝学の研究には多くの危険を伴うからである。これらの危険
に取り組むために、国家レベルおよび国際的レベルで多くの法や規則が公布されている。これらの規則の大
部分は、研究機関、会社、研究所で実践的なガイドラインに落とし込まれている。次節では、これらの法律と
規制を記述する。

　様々な政府機関が、病原体が故意にまき散らされる可能性を、ますます警戒していることに注目することも

重要である。例えばオランダでは、感染症制御国家調整官は、健康審議会の委員会によって2001年に*5 http://www.emedicine.com/emerg/topic853.htm　*6 http://www.cdc.gov/od/sap/docs/salist.pdf;　*7 Health Council. Verdediging tegen 
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オーストリア、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、チェコ、デンマーク、エジプト、エルサルバドル、エストニア、エチオピア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、イ

ンド、イタリー、日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、オランダ、ニカラグア、ノルウェイ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、

シャム（タイ）、トルコ、英国、米国、ウルグアイ、ベネズエラ、ユーゴスラビアの39ヵ国である。出典：Dietrich Schindler & Jiri Toman, The Laws of Armed Conflicts: 

A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents [4th ed.] (Martinus Nijhoff, 2004), pp.108-115.  なお、2009年4月現在この議定書の

締約国は135ヵ国である。
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*10 Rappert, B. (2003). Expertise, Responsibility and the Regulation of Research in the uk. Presented at Foreign and Commonwealth Office 
seminar entitled ‘Managing the Threats from Biological Weapons: Science, Society, and Secrecy’, 28 July.　*11 Committee on Research, 
Standards and Practices to prevent the Destructive Application of Biotechnology (2004), Biotechnology Research in an Age of Terrorism. 
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（「9.11」テロ以前に！）作られた勧告の一つ*12に従ってバイオセキュリティにより注意が払われるよう、多くの
議定書を改訂した*13。

この数十年の間、職員、訪問者、また生物学的研究所や研究機関の近隣に住む人々の安全と健康を保証す
るための様々な法律や規制が、国家的、そして、国際的なレベルで作成されてきた。近年、SARSと鳥インフル
エンザのような新興感染症の出現によって、健康と安全への注目が高まった。また、バイオセーフティを促進
するべく制定された指示と規則の多くもまた、生物学的研究がテロのために悪用されることと戦う努力に関
係する。

　

法律は、他の産業にも適用される一般的な法律と、科学研究的に向けられた法律に分類することができる。
一般的な法律には、職業安全衛生法、環境法、危険物質の輸送について定める法律、および建築法規が含
まれる。一般に、これらの法律と規制は、危険物の輸送のような、特定の物質や活動に関して別途章を設け
ている。
  また、研究に関連して、その中の様々な異なる局面を扱う規則もある。例えば、バイオセーフティ管理者プ
ラットフォームのウェブサイトでは、生物剤の取り扱い方法に関する規則の節が含まれている*15。もう一つ例
をあげると、付録3*16では、遺伝子組み換えに関係する法と規則のリストが含まれている。表1に、法律と規則

の若干の事例を、それらを作成する主体と法規則の適用範囲と共に示した。
　際立っていることは、特に機関レベルでは、バイオセキュリティの問題に取り組む協定と規則が、ごくわずか
であるか、または存在しないということである。バイオセーフティ職員の間では、バイオセキュリティがこれから
ますます彼らのなすべき義務において重要な側面になるという認識が高まっている。けれども、この領域にお
いては様々な対策がすでに実施されている。例えば、多くの施設ではバイオセキュリティのために、バイオセー
フティ手続きの下で制定されていた病原体へのアクセス規則をさらに強化した。また、輸送や輸出の分野で
は追加的な措置が取られている。

近年、多くの組織が自分たちの活動の様々な側面において行動規範を採択してきた。規範とは、特定の１つ
の職業あるいは産業における特定のグループメンバーに拘束力がある一連の原則および指示である。行動
規範は、ガイドライン（より拘束力がない）、契約や条約（拘束力がある）と混同してはならない。
  規範を作成する機関によっても更なる区別ができる。政府機関が起草する規範もある。たとえば、自治体条
例は、地方自治体が職員、市会議員、および市長のために行動規範を採択しなければならないと規定する。
また、組織や会社は、従業員がどう行動すべきであるかを定める規範を作成する。例えば、フィリップスは、業
務上の倫理基準を定める一般的な行動規範を有する。行動規範は、フィリップスのすべての業務で遵守され
るべき基本原則を定めている*17。そして、当然ながら、特定の職業集団が自らのために作成した規範もある。
最近数十年間、より多くの専門職団体が当該専門職に関する規範を採択している。医学界では伝統的に‘ヒ
ポクラテスの宣誓’に従ってきたが、他の専門職でも一般的な専門職規範を採択してきた。一例を挙げると、
オランダ生物学研究所の規範がある*18。最後に、 特定の個人や組織のグループについて‘外部から’作成さ
れる規範を挙げる。一例として、影響力のあるパグウォッシュ運動によって起草された、「生命科学に従事す
る人間と組織のための倫理規範」がある*19。
　最後になるが、規範は、内容とそれらが対象とする集団によっても分類できる。倫理規範、行動規範、服務
規定の３種類がある*20。倫理規定は、より一般的な用語で、実務家が守るべき個人および専門職としての基
準や理想を規定するものである。行動規範は、適切な行動指針を定める。服務規定は、個人が特定の状況
で、どのように行動するべきかを説明している。最後のカテゴリーが、最も内容が特定されている。

以下の表はBrian Rappertの提供によるものであり、この分類を具体化したものである。 
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る労働者の保護

遺伝子組み替え作物に関
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細胞および組織培養を安
全に扱うための措置
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ランダのバイオセーフティ
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警告；現実的あるいは理想的な基準の設定

指針の提供、注意および討論の喚起ならびに道徳的な
行為者の育成

一定の行為を指示することまたは禁止すること
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（「9.11」テロ以前に！）作られた勧告の一つ*12に従ってバイオセキュリティにより注意が払われるよう、多くの
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準や理想を規定するものである。行動規範は、適切な行動指針を定める。服務規定は、個人が特定の状況
で、どのように行動するべきかを説明している。最後のカテゴリーが、最も内容が特定されている。

以下の表はBrian Rappertの提供によるものであり、この分類を具体化したものである。 
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以下の表は、生命科学とバイオセキュリティのための行動規範の例として役に立つ可能性がある、様々なタイ
プとカテゴリーに分けられる既存の規範である。

  もしこの言葉が事実ならば̶そしてそれを疑う理由はほとんどないが̶疑問となるのはなぜバイオセキュリ
ティに関する行動規範が必要であるかということである。様々なレベルにおける既存の規範と現行法に与え
る付加価値は何であろうか。そして行動規範はこのような付加価値を提供するのであろうか。また、新しい、ま
たは改正された法律がより適切なのであろうか。
　形式的には、この疑問に答えることはかなり容易である。行動規範を作成することでオランダの学会は国
家的、そして国際的な当局－すなわちオランダ政府と生物・毒素兵器禁止条約(BTWC)当事国－の願いに応
えている。
それは王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）が主に貢献した、インターアカデミーパネル（IAP）の声明
とも一致している。
　しかしこのような形式的議論は不適切である。インターアカデミーパネル（IAP）の声明を支持した科学ア
カデミーの調査によれば、わずか３カ国（アルバニア、フランス、オランダ）だけが、バイオセキュリティに関する
国家行動規範の草案の作成を開始した。しかし、これはそれ以外の国で何ら措置がとられていないというこ
とではなく、単に行動規範を作成するという決定を行っていないということを意味するだけである。多くの国
で起こっているのは、バイオセキュリティに関する議論が学界では行われているということである。たとえば、
DandoとRappertは様々な国でワークショップを主催してきた*21。これらは、生物学的知識の悪用によるリス
クの可能性についての認識を向上する助けとなってきた。
  王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）は、バイオセキュリティの行動規範を起草すること自体が目的で
はないという意見である。単に机の引き出しの中や書類整理棚に消えてしまう書類を作っても意味がない。
意識を高めることがバイオセキュリティの行動規範の最も重要な目的である。だからこそ、ここに提示された
行動規範は、専門家と科学界、財界および政府の利害関係者との協議により作成されてきたのである。最終
的には、行動規範の内容は、関連する科学的、社会的、政治的な進歩を反映しなければならない。同等に重
要なのが、この分野で仕事をする個人と組織が一日一日実践することを反映していなければならないという

ことである。
  行動規範の作成過程は、すでに意識を高めることを促した。それは、定期的な討論をうながし、様々な組織
と学界が問題について議論することを奨励した。行動規範の更なる価値は実践の中で見い出されるべきで
ある。ここでもまた、行動は言葉より重要である。態度と行動の変化が起こらなくてはならない。そして、規範は
どのように実施されているか、どのくらい効果的に普及し伝えられているか、規範は守られているのか、といっ
た質問についての定期的な評価が行われなければならない。
　バイオセキュリティ行動規範は、大学や会社にある関連する研究所や関連する研究機関の中での討論
や、会議を組織することや業界誌の刊行を通じて、社会に伝えられていくだろう。

いま何故、バイオセキュリティ行動規範なのか4.8

*21 Brian Rappert, Marie Chevrier and Malcolm Dando, In-depth Implementation of the BTWC: Education and Outreach. University of Bradford 
2006.

表3: 規範の例

厳密・尊重・責任を規定
する科学者のための普遍
的倫理規範（英国政府）

欧州バイオ産業協会のコ
アとなる倫理的価値基準

オランダ医師の誓い
（王立オランダ医師会）

米国農務省の科学の倫
理規範

林野の善良管理のための
行動規範

フィリップの一般行動規範
製薬産業の行動規範

医薬品の広告に関する行
動規範

医師のための行動規範
（王立オランダ医師会）

医師・患者間のオンライン
上のガイドライン
（王立オランダ医師会）

INES（国際原子力事象
評価尺度）における技術
者と科学者に対する要求

倫理規範 行動規範 実施規範

政府による規範

組織規範

職業上の規範

外部から求められる規範

「行動規範は善良な人々をより良くすることができる。しかしおそらく故意に悪意のある行動に対してはわず
かな影響力しかない。」(NSABB)
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以下の表は、生命科学とバイオセキュリティのための行動規範の例として役に立つ可能性がある、様々なタイ
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2006.

表3: 規範の例

厳密・尊重・責任を規定
する科学者のための普遍
的倫理規範（英国政府）

欧州バイオ産業協会のコ
アとなる倫理的価値基準

オランダ医師の誓い
（王立オランダ医師会）

米国農務省の科学の倫
理規範

林野の善良管理のための
行動規範

フィリップの一般行動規範
製薬産業の行動規範

医薬品の広告に関する行
動規範

医師のための行動規範
（王立オランダ医師会）

医師・患者間のオンライン
上のガイドライン
（王立オランダ医師会）

INES（国際原子力事象
評価尺度）における技術
者と科学者に対する要求

倫理規範 行動規範 実施規範

政府による規範

組織規範

職業上の規範

外部から求められる規範

「行動規範は善良な人々をより良くすることができる。しかしおそらく故意に悪意のある行動に対してはわず
かな影響力しかない。」(NSABB)
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付録1

細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発，
生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約

付録

この条約の締約国は，あらゆる種類の大量破壊兵器の禁止及び廃棄を含む全面的かつ完全な軍備縮小へ
の効果的な進展を図ることを決意し，効果的な措置による化学兵器及び細菌兵器（生物兵器）の開発，生産
及び貯蔵の禁止並びに廃棄が厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小の達
成を容易にすることを確信し，１９２５年６月１７日にジュネーヴで署名された窒息性ガス，毒性ガス又はこれ
らに類するガス及び細菌学的手段の戦争のおける使用の禁止に関する議定書の有する重要な意義を認識
し，同議定書が戦争の恐怖の軽減に貢献しており，また，引き続きその軽減に貢献することを認識し，同議定
書の目的及び原則を堅持することを再確認し，すべての国に対しその目的及び原則を厳守することを要請
し，国際連合総会が同議定書の目的及び原則に反するすべての行為を繰り返し非難してきたことを想起し，
諸国民間の信頼の強化及び国際関係の全般的な改善に貢献することを希望し，国際連合憲章の目的及び
原則の実現に貢献することを希望し，化学剤又は細菌剤（生物剤）を利用した兵器のような危険な大量破壊
兵器を効果的な措置により諸国の軍備から除去することが重要かつ緊急であることを確信し，細菌兵器（生
物兵器）及び毒素兵器の禁止に関する取極が化学兵器の開発，生産及び貯蔵の禁止のための効果的な措
置について合意を達成するための第一歩となるものであることを認識し，この合意の達成のために交渉を継
続することを決意し，全人類のため，兵器としての細菌剤（生物剤）及び毒素の使用の可能性を完全に無く
すことを決意し，このような使用が人類の良心に反するものであること及びこのような使用のおそれを最小に
するためにあらゆる努力を払わなければならないことを確信して，次のとおり協定した。

締約国は，いかなる場合にも，次の物を開発せず，生産せず，貯蔵せず若しくはその他の方法によって取得
せず又は保有しないことを約束する。
(1) 防疫の目的，身体防護の目的その他の平和的目的による正当化ができない種類及び量の微生物剤その
他の生物剤又はこのような種類及び量の毒素（原料又は製法のいかんを問わない。）

(2) 微生物剤その他の生物剤又は毒素を敵対的目的のために又は武力紛争において使用するために設計
された兵器，装置又は運搬手段

締約国は，この条約の効力発生の後できる限り速やかに，遅くとも９箇月以内に，自国の保有し又は自国の
管轄若しくは管理の下にある前条に規定するすべての微生物剤その他の生物剤，毒素，兵器，装置及び運
搬手段を廃棄し又は平和的目的のために転用することを約束する。この条の規定の実施に当たっては，住
民及び環境の保護に必要なすべての安全上の予防措置をとるものとする。

締約国は，第１条に規定する微生物剤その他の生物剤，毒素，兵器，装置又は運搬手段をいかなる者に対し
ても直接又は間接に移譲しないこと及びこれらの物の製造又はその他の方法による取得につき，いかなる
国，国の集団又は国際機関に対しても，何ら援助，奨励又は勧誘を行わないことを約束する。

第１条　（取得・保有等の禁止）

第2条　（廃棄と平和目的への転用）

第3条　（移譲と取得援助の禁止）

1972年４月１０日
1975年３月２６日
1982年６月  ８日

ロンドン，ワシントン及びモスクワで作成
発効
日本批准書寄託
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付録1

細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発，
生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約

付録

この条約の締約国は，あらゆる種類の大量破壊兵器の禁止及び廃棄を含む全面的かつ完全な軍備縮小へ
の効果的な進展を図ることを決意し，効果的な措置による化学兵器及び細菌兵器（生物兵器）の開発，生産
及び貯蔵の禁止並びに廃棄が厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小の達
成を容易にすることを確信し，１９２５年６月１７日にジュネーヴで署名された窒息性ガス，毒性ガス又はこれ
らに類するガス及び細菌学的手段の戦争のおける使用の禁止に関する議定書の有する重要な意義を認識
し，同議定書が戦争の恐怖の軽減に貢献しており，また，引き続きその軽減に貢献することを認識し，同議定
書の目的及び原則を堅持することを再確認し，すべての国に対しその目的及び原則を厳守することを要請
し，国際連合総会が同議定書の目的及び原則に反するすべての行為を繰り返し非難してきたことを想起し，
諸国民間の信頼の強化及び国際関係の全般的な改善に貢献することを希望し，国際連合憲章の目的及び
原則の実現に貢献することを希望し，化学剤又は細菌剤（生物剤）を利用した兵器のような危険な大量破壊
兵器を効果的な措置により諸国の軍備から除去することが重要かつ緊急であることを確信し，細菌兵器（生
物兵器）及び毒素兵器の禁止に関する取極が化学兵器の開発，生産及び貯蔵の禁止のための効果的な措
置について合意を達成するための第一歩となるものであることを認識し，この合意の達成のために交渉を継
続することを決意し，全人類のため，兵器としての細菌剤（生物剤）及び毒素の使用の可能性を完全に無く
すことを決意し，このような使用が人類の良心に反するものであること及びこのような使用のおそれを最小に
するためにあらゆる努力を払わなければならないことを確信して，次のとおり協定した。

締約国は，いかなる場合にも，次の物を開発せず，生産せず，貯蔵せず若しくはその他の方法によって取得
せず又は保有しないことを約束する。
(1) 防疫の目的，身体防護の目的その他の平和的目的による正当化ができない種類及び量の微生物剤その
他の生物剤又はこのような種類及び量の毒素（原料又は製法のいかんを問わない。）

(2) 微生物剤その他の生物剤又は毒素を敵対的目的のために又は武力紛争において使用するために設計
された兵器，装置又は運搬手段

締約国は，この条約の効力発生の後できる限り速やかに，遅くとも９箇月以内に，自国の保有し又は自国の
管轄若しくは管理の下にある前条に規定するすべての微生物剤その他の生物剤，毒素，兵器，装置及び運
搬手段を廃棄し又は平和的目的のために転用することを約束する。この条の規定の実施に当たっては，住
民及び環境の保護に必要なすべての安全上の予防措置をとるものとする。

締約国は，第１条に規定する微生物剤その他の生物剤，毒素，兵器，装置又は運搬手段をいかなる者に対し
ても直接又は間接に移譲しないこと及びこれらの物の製造又はその他の方法による取得につき，いかなる
国，国の集団又は国際機関に対しても，何ら援助，奨励又は勧誘を行わないことを約束する。

第１条　（取得・保有等の禁止）

第2条　（廃棄と平和目的への転用）

第3条　（移譲と取得援助の禁止）

1972年４月１０日
1975年３月２６日
1982年６月  ８日

ロンドン，ワシントン及びモスクワで作成
発効
日本批准書寄託
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締約国は，自国の憲法上の手続に従い，その領域内及びその管轄又は管理の下にあるいかなる場所におい
ても，第１条に規定する微生物剤その他の生物剤，毒素，兵器，装置及び運搬手段の開発，生産，貯蔵，取得
又は保有を禁止し及び防止するために必要な措置をとる。

締約国は，この条約の目的に関連して生ずる問題又はこの条約の適用に際して生ずる問題の解決に当たっ
て相互に協議し及び協力することを約束する。この条の規定に基づく協議及び協力は，国際連合の枠内で
及び国際連合憲章に従って，適当な国際的手続により行うことができる。

(1) 締約国は，他の締約国がこの条約に基づく義務に違反していると認めるときは，国際連合安全保障理
事会に苦情を申し立てることができる。苦情の申立てには，同理事会に対する審議の要請のほか，その
申立ての妥当性を裏付けるすべての証拠を含めるものとする。

(2) 締約国は，安全保障理事会がその受理した苦情の申立てに基づき国際連合憲章に従って行う調査に
対し協力することを約束する。同理事会は，この調査の結果を締約国に通知する。

締約国は，この条約の違反によりいずれかの締約国が危険にさらされていると安全保障理事会が決定する
場合には，援助又は支援を要請する当該いずれかの締約国に対し国際連合憲章に従って援助又は支援を
行うことを約束する。

この条約のいかなる規定も，1925年6月17日にジュネーヴで署名された窒息性ガス，毒性ガス又はこれらに
類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書に基づく各国の義務を限定し又
は軽減するものと解してはならない。

締約国は，化学兵器についてその効果的な禁止が目標とされていることを確認し，化学兵器の開発，生産及
び貯蔵の禁止並びに廃棄のための効果的な措置について並びに兵器用化学剤の生産又は使用のため特
に設計された装置及び運搬手段に係る適当な措置について早期に合意に達するため，誠実に交渉を継続
することを約束する。

(1) 締約国は，細菌剤（生物剤）及び毒素の平和的目的のための使用に資する装置，資材並びに科学的及
び技術的情報を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し，また，その交換に参加す
る権利を有する。締約国は，可能なときは，単独で又は他の国若しくは国際機関と共同して，疾病の予
防その他の平和的目的に資するため，細菌学（生物学）に係る科学的知見の拡大及び応用に貢献する
ことに協力する。

(2) この条約は，締約国の経済的若しくは技術的発展又は細菌学（生物学）の平和的利用に関する国際協
力を妨げないような態様で実施する。この国際協力は，この条約に従って平和的目的のため細菌剤（生
物剤）及び毒素並びにこれらの加工，使用又は生産のための装置を交換することを含む。

いずれの締約国も，この条約の改正を提案することができる。改正は，締約国の過半数が改正を受諾した時
に，受諾した締約国について効力を生ずるものとし，その後に改正を受諾する他の締約国については，その
受諾の日に効力を生ずる。

前文の目的の実現及びこの条約の規定（化学兵器についての交渉に関する規定を含む。）の遵守を確保す
るようにこの条約の運用を検討するため，この条約の効力発生の5年後に又は寄託政府に対する提案により
締約国の過半数が要請する場合にはそれ以前に，スイスのジュネーヴで締約国の会議を開催する。検討に
際しては，この条約に関連するすべての科学及び技術の進歩を考慮するものとする。

(1) この条約の有効期間は，無期限とする。
(2) 締約国は，この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると
認める場合には，主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。この権利を行使する締約国は，
他のすべての締約国及び国際連合安全保障理事会に対し3箇月前にその旨を通知する。通知には，自
国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。

(1) この条約は，署名のためにすべての国に開放される。(3)の規定に基づくこの条約の効力発生前にこの
条約に署名しなかった国は，いつでもこの条約に加入することができる。

(2) この条約は，署名国によって批准されなければならない。批准書及び加入書は，この条約により寄託政
府として指定されるグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国，ソヴィエト社会主義共和国連邦
及びアメリカ合衆国の政府に寄託する。

(3) この条約は，寄託政府として指定される政府を含む22の政府が批准書を寄託した時に効力を生ずる。
(4) この条約は，その効力発生の後に批准書又は加入書を寄託する国については，その批准書又は加入書
の寄託の日に効力を生ずる。

(5) 寄託政府は，すべての署名国及び加入国に対し，署名の日，批准書又は加入書の寄託の日，この条約
の効力発生の日及び他の通知の受領を速やかに通報する。

(6) この条約は、寄託政府が国際連合憲章第102条の規定により登録する。

この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語をひとしく正文とするものとし、寄託政府に
寄託する。この条約の認証謄本は、寄託政府が署名国及び加入国の政府に送付する。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。

1972年4月10日にロンドン市、モスクワ市及びワシントン市で本書3通を作成した。

第4条　（領域内での禁止防止措置）

第5条　（相互協議）

第6条　（苦情申立て）

第7条　（被害締約国の援助）

第8条　（毒ガス等禁止議定書の尊重）

第9条　（化学兵器禁止の交渉）

第10条　（平和的利用）

第11条　（改正）

第12条　（検討会議）

第13条　（有効期間および脱退）

第14条　（署名、批准、効力発生）

第15条　（正文および寄託）
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締約国は，自国の憲法上の手続に従い，その領域内及びその管轄又は管理の下にあるいかなる場所におい
ても，第１条に規定する微生物剤その他の生物剤，毒素，兵器，装置及び運搬手段の開発，生産，貯蔵，取得
又は保有を禁止し及び防止するために必要な措置をとる。

締約国は，この条約の目的に関連して生ずる問題又はこの条約の適用に際して生ずる問題の解決に当たっ
て相互に協議し及び協力することを約束する。この条の規定に基づく協議及び協力は，国際連合の枠内で
及び国際連合憲章に従って，適当な国際的手続により行うことができる。

(1) 締約国は，他の締約国がこの条約に基づく義務に違反していると認めるときは，国際連合安全保障理
事会に苦情を申し立てることができる。苦情の申立てには，同理事会に対する審議の要請のほか，その
申立ての妥当性を裏付けるすべての証拠を含めるものとする。

(2) 締約国は，安全保障理事会がその受理した苦情の申立てに基づき国際連合憲章に従って行う調査に
対し協力することを約束する。同理事会は，この調査の結果を締約国に通知する。

締約国は，この条約の違反によりいずれかの締約国が危険にさらされていると安全保障理事会が決定する
場合には，援助又は支援を要請する当該いずれかの締約国に対し国際連合憲章に従って援助又は支援を
行うことを約束する。

この条約のいかなる規定も，1925年6月17日にジュネーヴで署名された窒息性ガス，毒性ガス又はこれらに
類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書に基づく各国の義務を限定し又
は軽減するものと解してはならない。

締約国は，化学兵器についてその効果的な禁止が目標とされていることを確認し，化学兵器の開発，生産及
び貯蔵の禁止並びに廃棄のための効果的な措置について並びに兵器用化学剤の生産又は使用のため特
に設計された装置及び運搬手段に係る適当な措置について早期に合意に達するため，誠実に交渉を継続
することを約束する。

(1) 締約国は，細菌剤（生物剤）及び毒素の平和的目的のための使用に資する装置，資材並びに科学的及
び技術的情報を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し，また，その交換に参加す
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第4条　（領域内での禁止防止措置）

第5条　（相互協議）

第6条　（苦情申立て）

第7条　（被害締約国の援助）

第8条　（毒ガス等禁止議定書の尊重）

第9条　（化学兵器禁止の交渉）

第10条　（平和的利用）

第11条　（改正）

第12条　（検討会議）

第13条　（有効期間および脱退）

第14条　（署名、批准、効力発生）

第15条　（正文および寄託）
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*22  "Science sans conscience n'est que ruine de l 'âme."　*23 世界保健機関（WHO）の「実験室バイオセーフティ指針第2版（改訂版）」（Laboratory 
Biosafety Manual, Second Edition (Revised)）等。

付録2
科学者は、生物学的研究の悪用防止のための国内法規則及び国際法規則並びに政策及び原則に関する

情報の周知と教育に努めるべきである。

科学者は、生物兵器禁止条約又は慣習国際法に違反する活動を覚知した場合、当該懸念を適切な関係

者、当局、機関に伝達すべきである。

研究活動の監視又はプロジェクトや出版物の評価を行う立場にある科学者は、自らの管理監督下にある者

又は自らが担当する評価対象者による当該原則の遵守を推進し、その模範を示すべきである。

上記原則はこれまでに、インターアカデミーパネルに参加している下記の各国科学アカデミーによって承認さ

れている。　

ここ数十年の科学研究によって、かつては予想もできなかった新たな知識と技術が生み出され、人間や動物

の健康増進、そして環境状況の改善を図るうえで、これまでにない画期的な機会をもたらしている。しかし、

建設的な目的だけでなく破壊的な目的のために利用される虞のある科学技術もある。いわゆる「デュアル

ユース（両用技術）」問題や科学技術の悪用については、科学者は特別な責任を負っている。

　1972年の生物・毒素兵器禁止条約（Biological and Toxin Weapons Convention）は、「締約国は、
いかなる場合にも、次のものを開発せず、生産せず、貯蔵せず若しくはその他の方法によって取得せず又は
保有しないことを約束する。（１）防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的による正当化ができない
種類及び量の微生物剤その他の生物剤又はこのような種類及び量の毒素（原料又は製法のいかんを問わ
ない。）（２）---（略）」と定めており、これにより生物兵器の禁止に向けた国際規範が強化された。それでもな
お、生物兵器の脅威は再び高まりを見せている。本声明は、独自の行動規範を策定しようとする個々の科学

者や各地域の科学団体等に、その指針となる原則を示すものである。

これらの原則は、行動規範を策定する際に考慮すべき基本的な問題を示すものであり、考慮すべきすべての

事項を列挙するものではない。

科学者には害をなしてはならないという義務があり、自らの活動によってもたらされると合理的に予想される

結果を常に意識しなければならない。そのため、以下の点に留意すべきである。

・研究によってもたらされる可能性のある（場合によっては有害な）結果を常に念頭に置き、個人の良心を

頼りに科学的成果が悪用される可能性を無視できるものではないことを認識すること

・人類に有害な結果のみをもたらす研究を断じて行わないこと

病原体や危険な毒素等の物質を取り扱う科学者は、法律に定められているか慣習によるかにかかわらず、

適切で安全かつ確実な手順で実験を行う責任がある
*23
。 

1.自覚

2.安全性

3.教育及び情報

4.説明責任

共同議長 
陳竺
イヴ・ケレ

事務局
第三世界科学アカデミー（TWAS）
Strada Costiera 11
34014 Trieste, Italy
Tel: + 39 040 2240 680
Fax: + 39 040 2240 688
iap@twas.org
www.interacademies.net/iap

バイオセキュリティーに関するIAP声明

5.監視　

・アルバニア科学アカデミー

・アルゼンチン物理自然科学国立アカデミー

・アルメニア国立科学アカデミー

・オーストラリア科学アカデミー

・オーストリア科学アカデミー

・バングラデシュ科学アカデミー

・ベラルーシ国立科学アカデミー

・ベルギー王立科学文学美術アカデミー

・ボスニア・ヘルツェゴビナ科学芸術アカデミー

・ブラジル科学アカデミー

・ブルガリア科学アカデミー

・カメルーン科学アカデミー

・カナダ王立協会

・中国科学院

・中華民国中央研究院

・コロンビア国立物理自然科学アカデミー

・クロアチア科学芸術アカデミー

・キューバ科学アカデミー
・チェコ共和国科学アカデミー
・王立デンマーク科学文学アカデミー
・エジプト科学研究技術アカデミー
・エストニア科学アカデミー
・フィンランド代表科学文学アカデミー
・フランス科学アカデミー
・ドイツ科学・人文科学アカデミー連合
・アテネアカデミー（ギリシャ）
・ハンガリー科学アカデミー
・インド国立科学アカデミー
・インドネシア科学アカデミー
・王立アイルランドアカデミー
・イスラエル科学・人文科学アカデミー
・リンチェイ国立アカデミー（イタリア）
・日本学術会議
・アフリカ科学アカデミー 

・ケニア国立科学アカデミー
・大韓民国学術院
・キルギス共和国国立科学アカデミー
・ラトビア科学アカデミー
・リトアニア科学アカデミー
・マケドニア科学芸術アカデミー
・マレーシア科学アカデミー
・メキシコ科学アカデミー
・モロッコ王国アカデミー
・王立オランダ科学芸術アカデミー
・ニュージーランド王立協会
・ナイジェリア科学アカデミー
・パキスタン科学アカデミー
・パレスチナ科学技術アカデミー
・ペルー国立科学アカデミー
・フィリピン国立科学技術アカデミー
・ポーランド科学アカデミー
・ロシア科学アカデミー
・セネガル科学技術アカデミー
・セルビア科学芸術アカデミー
・シンガポール国立科学アカデミー
・スロバキア科学アカデミー
・スロベニア科学芸術アカデミー
・南アフリカ科学アカデミー
・スペイン王立物理自然科学アカデミー
・王立スウェーデン科学アカデミー
・スイス科学アカデミー会議
・トルコ科学アカデミー
・ウガンダ国立科学アカデミー
・英国王立協会
・全米科学アカデミー
・ベネズエラ国立物理学数学自然科学アカデミー
・ジンバブエ科学アカデミー
・第三世界科学アカデミー（TWAS） 

インターアカデミーパネル（IAP）
科学アカデミーのグローバルネットワーク

「良心なき知識は人間の魂を滅ぼす」*22
フランソワ・ラブレー（1532年） 
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