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本報告書は、文部科学省の「安全・安心に関わる知識・技術の共有化」（科学技術試験研
究委託費）による委託業務として、国立大学法人長崎大学（長崎大学国際連携研究戦略
本部）が実施した平成 24 年度「バイオセキュリティ分野の国際連携協力に関する研究
調査」の成果を取りまとめたものです。
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　本プロジェクトでは、バイオセキュリティ分野における国
際連携協力について研究調査を行っている。また、情報の
収集および分析を通じて抽出された課題を、大学、関係省
庁、研究機関、企業等のステークホルダーが、それぞれの専
門領域を超えて検討するためのワークショップも開催してい
る。以下、本年度の活動について総括を述べたい。
　バイオセキュリティは、その名の通り「安全保障」との関わ
りが強い分野である。ゆえに、国際連携において基軸となる
のは、やはり日米同盟である。バイオテロ等の脅威に備える
ための日米間の協働枠組としては、日米安全・安心科学技
術協力イニシアチブ（FIS3：U.S.-Japan Framework 
Initiative for a Safe and Secure Society）がある。そこ
で、2012年7月のワークショップでは、FIS3における活動の
成果と反省点について振り返るとともに、今後の科学技術
協力の新たな可能性について考察した。
　一方、生物学的リスクを低減するための国際協力は、「公
衆衛生」と「安全保障」両方のコミュニティにとって重要な
課題となっている。2005年に改正された国際保健規則

（IHR）は、国際的な広がりが懸念される公衆衛生上の危機
に対応するためのコア・キャパシティの保有を各国に義務
付けている。また、生物兵器禁止条約（BWC）の専門家会

合及び締約国会合でも、生命科学の知識や技術を平和目
的で共有するための具体的な活動についての議論が継続
されている。2013年1月のワークショップでは、IHRやBWC
についての議論を踏まえた形での国際協力の在り方につ
いて包括的に検討した。
　2013年2月には、長崎大学で、第6回目となる日米メディ
カルバイオディフェンスシンポジウム（日米シンポジウム）を
開催した。日米シンポジウムは、先述のFIS3に基づいて、
2007年より毎年開催されている。今回のシンポジウムで
は、高病原性病原体の研究や高度安全実験施設の稼働な
どの重要なテーマについて、両国を代表する科学者および
政策担当者による活発な議論が行われた。なお、シンポジ
ウムに関する報告書は別冊となっており、本報告書には収
載されていない。
　これらの活動を通じて得られた知見をもとに、本報告書
の最終章で提言をまとめている。それが、今後のバイオセ
キュリティ向上のための国際連携協力に少しでも貢献でき
れば幸いである。最後に、本年度お世話になった関係者の
方々にこの場を借りて重ねて御礼を申し上げ、巻頭言とさ
せていただきたい。

竹内 勤
平成24年度　文部科学省

安全・安心に関わる知識・技術の共有化（科学技術試験研究委託費）
「バイオセキュリティ分野の国際連携協力に関する研究調査」

研究統括
長崎大学　熱帯医学研究所　所長・教授
同国際連携研究戦略本部　副本部長

巻頭言

5



研究調査組織の概要
平成24年度　文部科学省研究委託　「バイオセキュリティ分野の国際連携協力に関する研究調査」

研究統括（業務責任者）

竹内　勤 長崎大学熱帯医学研究所　所長・教授
同　国際連携研究戦略本部　副本部長

研究統括補佐（業務責任者補佐）

安田　二朗 長崎大学熱帯医学研究所新興感染症学分野　教授

プロジェクトメンバー

高村　昇 長崎大学医歯薬学総合研究科　教授

泉川　公一 長崎大学病院第二内科　講師

天野　修司 長崎大学国際連携研究戦略本部　助教

外部アドバイザリーボード

Marshall E. Bloom ロッキーマウンテン研究所　副所長

西條　政幸 国立感染症研究所ウイルス第一部　部長

小安　重夫 慶應義塾大学医学部　教授

森本　正崇 安全保障貿易情報センター　輸出管理アドバイザー

齋藤　智也 東京工業大学総合理工学研究科　連携准教授

6



7



8



研究調査報告

REPORT 1
バイオセキュリティを巡る国際動向の変化
－リスクに応じた管理体制の整備に向けて－

REPORT 2
バイオディフェンスとオールハザード対応の考え方について
－米国の政策動向の変化を事例に－

天野 修司

REPORT 3
バイオセキュリティ研究の現状と課題

天野 修司・竹内 勤
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　本プロジェクトでは、バイオセキュリティ及びバイオセーフティに関連する国際的な取組、デュアル

ユース、CBRN（化学、生物、核・放射線）災害の公衆衛生措置などについて研究調査を行ってい

る。その成果をまとめた論文等は、学会誌や専門誌に掲載された（表）。本章では、これらの原稿を

それぞれの発行機関から許可を得て、転載している。

（表）論文等の掲載誌

掲載誌 発行機関 タイトル 発行年月

国際安全保障
（第40巻第1号） 国際安全保障学会

バイオセキュリティを巡る国際動向の変
化：リスクに応じた管理体制の整備に向
けて

2012年6月

JBSA Newsletter
（Vol.2, No.2） バイオセーフティ学会

バイオディフェンスとオールハザード対
応の考え方について：米国の政策動向の
変化を事例に

2012年8月

感染症（第249巻） アステラス製薬株式会社 バイオセキュリティ研究の現状と課題 2013年1月

　本プロジェクトでは、ブログ「CBRNニュース」を通じて、諸外国の取組や政策についてタイムリー

な情報発信も行っている。また、海外調査の内容は「CICORNバイオセキュリティニュースレター

vol.3」でも紹介しているので、そちらも御参照いただきたい（添付資料として巻末に収載）。

天野 修司
研究調査報告について
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バイオセキュリティを巡る国際動向の変化

―リスクに応じた管理体制の整備に向けて―

天野 修司

はじめに
　2001年9月11日の同時多発テロと、そのわずか数週間

後に発生した炭疽菌郵送事件を契機に、米国においてバイ

オテロへの懸念が急速に高まった。その結果、2001年に米

国愛国者法（USA PATRIOT Act）、2002年にバイオテロ法

（The Public Health Security and Bioterrorism 

Preparedness and Response Act of 2002）が施行さ

れ、テロに用いられる可能性のある生物剤や毒素の規制が

強化された(1)。米国におけるバイオセキュリティ強化の動き

は、すぐに国際的な広がりをみせた。2004年4月、米国の強

い支持を受けて、国連安保理決議第1540号が採択され、生

物兵器を含む大量破壊兵器（WMD）の拡散を防ぐための

効果的な措置を実施することが各国に義務づけられた(2)。

その後、シンガポール（2005年）、日本（2006年）、オースト

ラリア（2007年）、カナダ（2009年）などでも国内法の整備

が行われた(3)。

　米国のWMD拡散・テロ防止委員会（Commission on 

the Prevent ion of  WMD Prol i ferat ion and 

Terrorism）は、2008年12月にまとめたレポート『リスクの

ある世界（World at Risk）』のなかで、比較的入手が容易

であることからテロリストは核兵器よりも生物兵器を使用す

る可能性が高いと結論づけている。また、病原体の兵器化に

は高いレベルの専門知識が必要となるので、テロリストが科

学者になるよりも科学者がテロリストになる可能性の方が

高いとして、連邦政府による国内の研究施設のさらなる監

視体制の強化を求めた(4)。しかし、近年、米国やその他の地

域において、生物剤の取り扱いに関する規制を過剰なまで

に強化するよりも、病原体のリスクに応じて適切に管理する

ことが重視されはじめている。本稿では、そのような国際動

向の変化を示すものとして、米国におけるバイオセキュリ

ティ規制の見直しとヨーロッパにおける研究所での生物学

的リスクマネジメントの標準化という2つの事象について概

観する。そのなかで、新たな潮流を生み出すきっかけとなっ

たのが科学コミュニティによる自発的な行動であったことを

示していきたい。さらに、科学コミュニティによって形成され

た国際NGOが実施している発展途上国でのバイオセキュリ

ティ強化に向けた活動についても紹介する。

１.バイオセーフティとバイオセキュリティについて
　バイオセキュリティについての議論を進めるうえで、バイ

オセーフティという科学コミュニティのなかでは、よく知られ

ているもう1つの重要な概念を理解する必要がある。バイオ

セーフティとは、研究所の関係者や周辺の環境が偶発的に

生物剤や毒素に曝露されることを防ぐための原則や技術お

よび実践などを示している。世界保健機構（WHO）が作成

した「実験室バイオセーフティ指針（Laboratory Biosafety 

Manual）」では、病原体のリスクや実験の手順などに応じ

て、4つのバイオセーフティレベル（BSL）が設定されている
(5)。BSL1の実験では、人や動物に疾患を起こす可能性の無

い微生物を扱うので、特別な安全機器の使用は必要とされ
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ていない。BSL2では、感染の可能性のある微生物の研究が

対象となるので、安全キャビネットなどの使用や保護衣の着

用が望ましいとされている。

　BSL3では、空気感染の可能性がある病原性の高い微生

物が扱われる。それゆえに室内の気流の流れをコントロール

する仕組みや、その他の特別な機器を有する「封じ込め研究

施設（containment laboratory）」のなかで研究を行う必

要があるとされている。封じ込め研究施設の設計、建設、運

営には、多くの人的および財的資源が求められる。BSL4で

扱う病原体は、致死性が高く容易に伝播し、しかも有効な治

療法や予防法が利用できないものとされている。エボラや

マールブルグなどのウイルスがこれに該当する。科学者は、

クラスⅢの安全キャビネットや、防護宇宙服によって病原体

から完全に隔離された状態で実験を行う必要がある。また、

施設から出る空気や廃棄物は、除染したのちに排出しなけ

ればならない。このような設備を有する施設は「高度封じ込

め研究施設（maximum containment laboratory）」と呼

ばれている。ちなみに日本では、BSL4の研究は、現在のとこ

ろ行われていない。

　実験室バイオセキュリティ（以下バイオセキュリティと記す）

とは、微生物を紛失、盗難、転用、および意図的な悪用から

防ぐことを指す。それは、実験室、研究試料および情報への

アクセスを制限することで達成される。バイオセーフティとバ

イオセキュリティは異なる概念であるが、どちらも病原体のリ

スク評価に基づいて行われる必要があり、また、職員の専門

性と責任、研究試料の管理義務、移転の記録など共通の必

須要素が含まれている。ゆえに、2つの概念は相互補完的で

あると考えられている(6)。

２.米国におけるバイオセキュリティ規制の見直し
（1） 既存のバイオセキュリティ規制と科学コミュニ

ティの反応
　米国に、バイオセーフティに特化された法規制はないが、

労働省の労働安全衛生局の一般職務条項によって、職員の

安全性を確保することが研究機関に求められている(7)。偶

発的な感染や漏洩事故を防ぐために、疾病管理・予防セン

ターが作成する「微生物学および生物医学の研究所におけ

るバイオセーフティ（Biosafety in Microbiological and 

Biomedical Laboratories: BMBL）」というガイドライン

が、多くの研究機関で自主的に用いられている(8)。BMBL

は、WHOの「実験室バイオセーフティ指針」と並んで、国際

的評価の高いガイドラインである。連邦政府からの助成金を

受給するためには、BMBLに基づいて研究を行うことが必須

とされている。また、テロに用いられる可能性が高いとされ

ている指定生物剤（select agents）を扱う研究施設では、

バイオセキュリティを確保するための前提条件としてBMBL

の遵守が求められている(9)。

　米国において、バイオセキュリティ強化のための法整備が

はじまったのは、1990年代半ばである(10)。1993年の世界

貿易センターおよび1995年のオクラホマ市での爆破事件

を受けて、米国をターゲットとするテロへの脅威が高まって

いた。同じ頃、日本でオウム真理教が炭疽菌の散布を画策し

ていたことが明らかとなり、バイオテロがより現実的なもの

として捉えられるようになっていた。そして、1996年の反テ

ロおよび効果的な死刑法（Antiterrorism and Effective 

Death Penalty Act of 1996）により、テロリストが兵器と

して使用する可能性のある微生物の輸送が制限された。翌

1997年に、規制の対象となる42の生物剤や毒素が、指定

生物剤として選別された。そして、2001年の同時多発テロ

およびそれに続く炭疽菌郵送事件のあと、米国愛国者法お

よびバイオテロ法が施行され、指定生物剤の取り扱いと保

有に関する規制が強化された。

　現在、指定生物剤にアクセスする科学者は、犯罪歴、違法

ドラッグの使用、精神衛生の遍歴、滞在資格や出生国などの

情報を司法省に提出しなければならない。それらの情報は、

連邦政府のデータベースを通じて確認が行われる。さらに、
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テロ組織との関係性の調査なども行われる。科学者は、この

ような安全リスク評価（security risk assessment）を、5

年ごとに受ける必要がある(11)。指定生物剤を保有する研究

施設は、盗難や不適切なアクセスを防ぐための安全計画を

作成し実行しなければならない。安全計画は、疾病管理・予

防センターを通じて保健福祉省、あるいは動物衛生検査局

を通じて農務省に提出され、そこで審査が行われる。また、3

年に1度、事前通告を行ったうえでの疾病管理・予防セン

ターによる立ち入り検査が実施される(12)。

　テロに用いられる可能性があると考えられている指定生

物剤の数は、現在82にものぼっているが、そのなかにはバイ

オセーフティの基準で判断するとBSL2に該当する生物剤や

毒素も含まれている（図）。米国バイオセキュリティ国家科学

諮問委員会（National Science Advisory Board For 

Biosecurity: NSABB）は、2009年5月に発表した報告書

のなかで、病原性や兵器化の難易度にそれぞれ大きな違い

があるにも関わらず、同様の厳しい管理体制が幅広い生物

剤に必要とされていると指摘した。さらに、病原性の低い有

機物の研究が不必要に妨げられているという理由から、指

定生物剤の数の削減あるいは階層化を求めている(13)。この

N S A B B の 見 解 に 対して 、米 国 実 験 生 物 学 会 連 合

（ F e d e r a t i o n  o f  A m e r i c a n  S o c i e t i e s  f o r 

Experimental Biology）および米国医科大学協会

（Association of American Medical Colleges）が支持

する意向を示している ( 14 )。また、米国学術研究会議

（National Research Council）が2009年9月にまとめた

報告書のなかでも、同様の提言が行われているので、そこに

科学コミュニティ全般の意見が反映されていると言える
(15)。

 

図　指定生物剤とバイオセーフティレベルの相関関係

出典：Frank Gottron and Dana A. Shea, "Oversight of High-Containment Biological Laboratories: Issues for Congress," 
Congressional Research Service, May 4, 2009, p. 8.
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(16)    Commission on the Prevention of WMD Proliferation and Terrorism, World at Risk, p. 27.
(17)     U.S. Government Accountability Office, “High-Containment Biosafety Laboratories Preliminary Observations on the Oversight of the Proliferation of BSL-3 and BSL-

4 Laboratories in the United States,” GAO-08-108T, October 4, 2007, www.gao.gov/new.items/d08108t.pdf.
(18)     Mickey McCarter, “WMD Bill Would Mandate Tiered Security for Labs, Based on Risk,” Homeland Security Today, September 9, 2009, www.hstoday.us/briefings/

daily-news-briefings/single-article/wmd-bill-would-mandate-tiered-security-for-labs-based-on-risk/f2d15c656eed5d9d48563583ad7c676b.html.
(19)     “Weapons of Mass Destruction Prevention and Preparedness Act of 2009 (S. 1649),” September 8, 2009, www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-1649.
(20)     U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, “Committee Approves Weapons of Mass Destruction Bill,” November 4, 2009, www.hsgac.

senate.gov/media/majority-media/committee-approves-weapons-of-mass-destruction-bill.
(21)     American Association for the Advancement of Science, “AAAS comments S1649 HSGAC,” November 2, 2009, cstsp.aaas.org/files/AAAS_comments_S1649_HSGAC.pdf.
(22)     “Bioagents Bill Readied for House,” Global Security Newswire, April 21, 2010, www.nti.org/gsn/article/bioagents-bill-readied-for-house/.
(23)     “Weapons of Mass Destruction Prevention and Preparedness Act of 2010(H.R. 5057),” April 15, 2010, http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-5057.
(24)     “Pascrell, King Introduce WMD Bill,” PR Newswire, June 10, 2010, www.prnewswire.com/news-releases/pascrell-king-introduce-wmd-bill-96092554.html.
(25)     The White House, “Optimizing the Security of Biological Select Agents and Toxins in the United States (E.O.13546),” July 2, 2010, www.whitehouse.gov/sites/default/

files/microsites/ostp/2010bioagentsEO.pdf. 

（2）安全保障コミュニティによる法体制改正の動き
　指定生物剤のみを規制する法体制は、安全保障コミュニ

ティのあいだでも批判の対象となっていた(16)。指定生物剤

のなかには、すべてのBSL4の病原体が含まれているもの

の、多くのBSL3の病原体が含まれていない（前項の図を参

照）。つまり、病原性の高い微生物の研究を行う能力を有す

る多くの封じ込め研究施設が、規制の枠組みの外にあるこ

とになる。政府監査院が2007年に公開した報告書では、米

国内にある封じ込め研究施設の総数も把握されていないと

いう状況が指摘されている(17)。

　WMD拡散・テロ防止委員会委員会は、『リスクのある世

界』公開ののち、その勧告を法制化するために連邦議会に働

きかけを行っていた。その結果、2009年9月、リバーマン 

（Joseph Lieberman）とコリンズ（Susan Collins）両上院

議員によって「大量破壊兵器の防止と準備のための法案

2009」がまとめられた(18)。同法案では、WMDのなかでも

特に生物兵器の脅威への対処に焦点があてられており、そ

のなかで、バイオセキュリティ強化のための新たな規制の枠

組みが示されている。指定生物剤のなかでも、特に危険性の

高いものを「第１階層生物剤（Tier 1 Agent）」とするなど科

学コミュニティの意見が取り入れられているものの、主体的

に規制を行う連邦政府の機関が、国土安全保障省とされて

おり、テロ対策という意味合いが色濃く表れていた。科学者

の素性調査にも、国土安全保障省の関与が明記されてい

た。保健福祉省長官と農務省長官には、新たな管理体制と

重複しないように既存の規制を見直すよう求めている。ま

た、公衆衛生上の脅威となりうる病原体を扱う能力を有する

すべての研究施設に登録が義務づけられている(19)。

　同法案は、2009年10月に上院の国土安全保障政府問

題委員会（Homeland Security and Government 

Affairs Committee）で承認された(20)。しかし、その直後、

米科学振興協会（Amer i c an  A s soc i a t i on  f o r 

Advancement of Science）は、法案をまとめた2人の上

院議員宛てに手紙を送り、国土安全保障省が所管する新し

い管理体制の創設に異議を唱えた(21) 。他の上院議員から

も、第1階層生物剤を規制する権限を国土安全保障省が持

つことに強い反発が起きたので、結局、同法案が本会議に

提出されることはなかった(22)。2010年4月、今度は、下院の

国土安全保障委員会の議員たちによって、「大量破壊兵器

の防止と準備のための法案2010」がまとめられた(23)。法案

は、同委員会の承認を得て、2010年6月に連邦議会に提出

された(24)。下院の法案では、国土安全保障省に権限が与え

られているものの、保健福祉省と農務省が事実上の管理を

行う体制が提示されていたので、その行く末が注目されて

いた。

　そのような状況のなか、2010年7月オバマ（Barack 

Obama）大統領は「米国における指定生物剤のセキュリ

ティ最適化」と題する大統領命令を出した(25)。大統領命令

によって、既存の法体制のなかで、バイオセキュリティの最適

化を目指すという方向性が示される形となったので、それ以

降、連邦議会で「大量破壊兵器の防止と準備のための法案

2010」の審議が行われることはなかった。

（3）バイオセキュリティの最適化
　「米国における指定生物剤のセキュリティ最適化」には、指

定生物剤や毒素を用いた健全で生産的な科学事業が、国家

の安全保障にとって極めて重要であり、悪用、盗難、紛失あ

るいは漏洩事故などのリスクに見合った形で、安全性が確
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(26)    Federal Experts Security Advisory Panel, “Recommendations Concerning the Select Agent Program,” November 2, 2010,  www.phe.gov/Preparedness/legal/boards/
fesap/Documents/fesap-recommendations-101102.pdf.

(27)    Federal Register , Vol. 76, No. 191, October 3, 2011, pp.177-216. 
(28)    Crystal Franco and Tara Kirk Sell, “Federal Agency Biodefense Funding, FY2010-FY2011,” Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science, 

Vol. 8, No. 2, June 2010.
(29)    National Research Council of the National Academies, Biotechnology Research in an Age of Terrorism, The National Academies Press, 2004.
(30)    Gaudioso et al., “Strengthening Risk Governance in Bioscience Laboratories,” p. 23.

保されるべきであるという方針が示されている。また、バイ

オセキュリティのための施策は、指定生物剤の適正な使用に

悪影響を及ばさない範囲で、効率性とのバランスを取りなが

ら実行されるべきとされていた。保健福祉省と農務省には、

意図的な悪用によって壊滅的な被害をもたらしうる第1階層

生物剤の選出と、その取り扱いに関するルールおよびガイド

ラインの策定が課された。また、指定生物剤の全体数の削減

についても言及されている。

　大統領命令が発令されたあと、技術的および実質的なレ

ベルでの議論を進めるための連邦政府専門家安全保障諮

問委員会（Federal Experts Security Advisory Panel: 

FESAP）が創設された。FESAPは、2010年11月に「指定生

物剤プログラムについての勧告（Recommendations 

Concerning the Select Agent Program）」という報告

書をまとめた(26)。そのなかで、10の病原体（炭疽菌、鼻疽

菌、類鼻疽菌、エボラウイルス、口蹄疫、野兎病菌、マールブ

ルグウイルス、大痘瘡ウイルス、小痘瘡ウイルス、ペスト菌）

が第1階層生物剤として選出されている。12月の改訂の際

に、ボツリヌス神経毒素とボツリヌス毒素を生成するボツリ

ヌス菌株も含まれることとなった。FESAPの報告書では、こ

れらの病原体を保有する研究機関に階層的な防御策（セ

キュリティ障壁、侵入検知とモニタリング、遅延および対応

策、アクセス制限、サイバーセキュリティ）の実施を求めるな

ど新たな規定についても勧告が行われている。さらに、19

の生物剤および毒素の指定生物剤リストからの削除が提案

されている。

　2011年10月に保健福祉省と農務省がそれぞれ発表し

た連邦広報では、第1階層生物剤のなかに新たに牛疫ウイ

ルスが追加されるなどの若干の変更があるものの、FESAP

の勧告がほぼそのまま踏襲されていた(27)。指定生物剤につ

いての最終的な規定は、2011年12月までに集まったパブ

リックコメントを反映させたのち、2012年10月を目途に作

成される予定である。このまま順調に進めば、指定生物剤の

数の削減や階層化など、科学コミュニティの見解が大筋で

反映される形となる。その流れを作り出したのは、オバマ政

権によるイニシアチブであるが、それ以前に、自ら進んで声

をあげていた科学コミュニティの役割も重要であったといえ

る。

　米国では、2001年の同時多発テロと炭疽菌郵送事件以

降、バイオテロ対策に資するサーベイランスや診断技術、対

抗医薬品の研究開発に巨額の資金が注ぎ込まれてきた(28)。

しかし、公衆衛生に実用化される科学技術のほぼすべてが、

敵意ある個人、テロ組織、あるいは国家によって悪用される

可能性、いわゆるデュアル・ユース性をはらんでいる(29)。バ

イオディフエンス能力を向上させ、かつ悪用のリスクを最小

限に抑えるための方策として、米国ではバイオセキュリティ

規制の最適化が進められたのだと考えられる。その動向を

把握することは、日本の関連政策を検討するうえでも重要と

いえる。

　国境を越えて地球規模で広がる生物学的脅威に対峙する

ためには、漏洩事故あるいは意図的な悪用を防ぐための取

組においても国際的な連携が必要となる。次節では、ヨー

ロッパにおけるバイオセーフティおよびバイオセキュリティ分

野の新しい国際協調の動きについて概観する。

３.�ヨーロッパにおける研究所での生物学的
　リスクマネジメントの標準化
　欧州連合（EU）の行政機関である欧州委員会（EC）は、

2000年9月にバイオセーフティに関連するEC指令

（Biological Agent at Work, Directive 2000/54/EC）

を発令した。その結果、27すべてのEU加盟国に、バイオセー

フティに関連する国内の法体制が整備されている。しかし、

バイオセキュリティ強化のためのEC指令はなく、国内に法的

な枠組みがあるのは英国、フランス、チェコ共和国、デンマー
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(31)    European Committee for Standardization, “CEN Workshop 31(Laboratory Biosafety and Biosecurity),” www.cen.eu/CEN/sectors/technicalcommitteesworkshops/
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(32)    European Committee for Standardization, “About Us,” www.cen.eu/cen/AboutUs/Pages/default.aspx.
(33)    European Committee for Standardization, “Laboratory Biorisk Management Standard, CEN Workshop Agreement (CWA) 15793,” February 2008, ftp://ftp.cenorm.be/

PUBLIC/CWAs/wokrshop31/CWA15793.pdf; European Committee for Standardization, “Business Plan for a CEN Workshop Laboratory Biorisk Management,” April 
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workshops/Pages/ws53-bsp.aspx.

クなどに限られている(30)。ゆえに、当該地域全体を対象とす

るバイオセキュリティ規制はないものの、欧州標準化委員会

（CEN）の「CENワークショップ31」というプロジェクトのな

かで、研究所において生物学的リスクを総合的にマネジメン

トするための方法を標準化する議論が2004年から進めら

れている(31)。CENは、ヨーロッパの産業や技術の分野で製

品や材料および作業工程などの基準を定めるための機関で

ある(32)。

　生物学的リスクとは、偶発的な曝露や漏洩事故などのバ

イオセーフティ上のリスクと、紛失、盗難、濫用/悪用、流用、

意図的な放出などのバイオセキュリティ上のリスクの両方を

含めたリスクのことである。CENワークショップ31の目的

は、その生物学的リスクを研究機関が組織的にマネジメント

するための標準的な方法を、「CENワークショップ協定

（CWA）15793」として文書化することである。専門知識を

提供した主な機関は、欧州バイオセーフティ学会（EBSA）と

米国バイオセーフティ学会（ABSA）である。WHO、および

産業向けのリスク管理に関する業務を行うデット・ノルスケ・

ベリタスもプロジェクトに関わっている。その他にも、日本を

含む24の国々から76人の代表者が参加していた。そして、

2008年2月、ついにCWA15793がまとめられた(33)。

　CWA15793は、原則や作業手順を示すだけのマニュア

ルではない。そこには、生物学的リスクを効果的に特定し、管

理するための体系的なマネジメントシステムを設立および維

持するための必須事項が示されている。それを遵守すること

で、バイオセキュリティおよびバイオセーフティ向上のための

計画の策定（plan）、実行（do）、評価（check）および改善

（action）というPDCAサイクルを継続的に循環させるメカ

ニズムを組織内に創出することができる。CWA15793のシ

ステム・アプローチは、企業運営などによく用いられている

考え方であり、ISO9001（品質マネジメントシステム）や

ISO14001（環境マネジメントシステム）などの国際規格に

も適用されている(34)。

　バイオセキュリティに関する法規制は各国さまざまである

が、生物学的リスクをマネジメントするための最適な方法

は、本来、研究施設を日々稼働するなかで見出されるもので

ある。その最適な方法を、科学コミュニティが主体となって

普遍的な形で取りまとめたのがCWA15793である。その

作成過程において、主要な国際機関や各国の代表者からの

コンセンサスが得られているので、世界初の国際標準として

の評価が高く、英国、ドイツ、オランダをはじめとするヨー

ロッパ各国の研究機関ですでに導入がはじまっている(35)。

現在、「CENワークショップ55（Guidance on CWA 

15793:2008）」というプロジェクトのなかで、CWA15793

をより分かりやすく解説したガイダンス書の作成が進められ

ている(36)。また、「CENワークショップ53（Biosafety 

Professional Competence）」というプロジェクトでは、研

究所での生物学的リスク管理の主要人物となるバイオセー

フティ専門家の役割や求められる技量などの基準について

議論が行われている(37)。今後、さらに安全管理の標準化が

進めば、それを満たす研究機関のあいだで、研究者の交流

や共同研究が盛んになることが予想される。

４.国際バイオセーフティ学会連盟の活動について
　米国やヨーロッパで、病原体のリスクに応じた管理を行う

ための体制が整いつつある一方で、東南アジア、中央アジア

およびアフリカなどの発展途上の地域では、科学者が安全

に研究を行うための機器や設備すらもないような状況が続

いている。これらの地域は、鳥インフルエンザやエボラ出血

熱などの自然発生的な感染症の脅威が非常に高い地域で
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(38)    International Federation of Biosafety Associations, “2011 – The Year of Building International Biosafety Communities,” www.internationalbiosafety.org/Documents/
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(40)    本稿において、科学コミュ二ティとは、科学技術の研究開発あるいはその振興に携わる個人や組織から構成される共同体のことを指している。安全保障コミュニティには、国家の安全
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ある。国際バイオセーフティ学会連盟（IFBA）は、2001年の

設立以来、こうしたバイオセーフティの必要性が高いにも関

わらず、資源が乏しい地域での活動を行っている(38)。IFBA

は、地域、国家ひいては国際的なレベルでのバイオセキュリ

ティとバイオセーフティの向上を目指す国際NGOである。

現在、50を越えるバイオセーフティ学会や関連組織が加盟

している(39)。

　IFBAは、WHOの「実験室バイオセーフティ指針」などの

国際的なガイドラインに示されている原則や実践を、地域の

必要性や条件に合わせて活用するための取組を行ってい

る。また、感染性の病原体を安全に扱うことができる研究施

設の設計、必要な器具の調達、および運営などの手助けも

行っている。その他にも、設立して間もないバイオセーフティ

学会のサポートや、研究所の運営に携わる関係者への教育

や訓練の機会の提供を実施している。IFBAの活動は、主に

バイオセーフティに関連するものが多いが、それがバイオセ

キュリティ強化のための土台となると考えられる。

おわりに
　バイオテロの脅威の高まりは、対抗医薬品の研究開発の

促進とバイオセキュリティの強化という2つの現象を引き起

こした。しかし、テロに使用される恐れのある病原体を用い

る研究の拡大は、バイオセキュリティ上のリスクを高めること

となる。逆に、過度にバイオセキュリティを強化することは、

安全保障に資する重要な研究の妨げとなる。そのような「バ

イオセキュリティ・ジレンマ」のなかで、リスクに応じた適切な

病原体の管理が行われなければならない。ゆえに、厳しい規

制がすでに存在していた米国ではそれを見直す動きが生ま

れ、規制がまばらなヨーロッパでは、マネジメント手法の標準

化につながったのだと考えられる。どちらの過程において

も、生物学的リスクをもっともよく理解する科学コミュニティ

が重要な役割を果たしてきた。

　米国やヨーロッパで、バイオセキュリティの向上が促され

たとしても、その他の地域で病原体へのアクセス制限が行

われていなければ、それを入手する決意を持ったテロリスト

を止めることはできない。しかし、国際的な法規制によってバ

イオセキュリティの強化を促せば、その基準を満たすことが

できない発展途上の地域で、研究活動の実施が困難になる

であろう。とりわけ、自然発生的な感染症の脅威が高い地域

での研究能力の低下は、新興感染症のアウトブレイクの検

知を遅らせ、結果的に先進国にとっても重大な脅威となりう

る。そういった意味でも、IFBAのような活動が重要であり、

今後、バイオセキュリティにまで踏み込んだ取組が行われる

ことが期待される。

　最後に、日本のバイオセキュリティについて少し述べたい。

日本では、病原性、テロに用いられる可能性、および国際的

な評価などに応じて、危険性の高い方から1～4種に病原体

が分類されている（感染症法）。1種から3種までの病原体の

所持や運搬には、許可や届け出が必要とされており、他国と

比べても厳しい管理体制がとられている。しかし、実際には

BSL4にあたる1種病原体を用いた研究は日本では実施され

ていない。つまり、厳しいバイオセキュリティ規制はあるもの

の、安全保障に資する生物学的研究が充分に行われていな

いというのが現状である。日本においては、科学コミュニティ

のみならず、安全保障コミュニティが、こうした状況を改善す

るために声をあげる必要がある(40)。

（あまの　しゅうじ　　長崎大学　助教）
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はじめに
　米国あるいは国際社会にバイオテロの脅威の大きさを認

識させる契機となった出来事として、炭疽菌郵送事件が有

名である。2001年の9月から10月にかけて、ニューヨーク

市内の報道機関や米国連邦議会議員のオフィスに炭疽菌の

入った封筒が送付され、22人が吸入炭疽あるいは皮膚炭疽

を発症し、うち5人が死亡した1。事件による経済的損失の総

額は、関連施設の除染費用などを含めて60億ドル（約4800

億円、＄1＝80円）を超えるといわれている2。事件に使用され

た炭疽菌は、合計でわずか15グラムほどである3。テロ組織

が大量の炭疽菌を散布した場合の被害の大きさは計り知れ

ない。

　生物兵器は、その致死性の高さから核兵器と比較される

ことも多いが、両者には決定的な違いもある。それは、生物

兵器であれば、攻撃のあとでも犠牲者の数を減らせるという

ところである4。例えば、吸入炭疽の致死率は90％にものぼ

るといわれているが、炭疽菌に曝露されたあと48時間以内

に経口抗生物質治療をはじめれば発症を抑えることができ

ると考えられている5。炭疽菌以外のウイルスや微生物が生

物兵器としても用いられた場合でも、適切な医療対応と公

衆衛生措置によって被害を低減することができる。

　この生物兵器のユニークな特徴によって、米国において

医学研究の促進や公衆衛生基盤の強化という動きが活発

となった。事前準備のための取組は、当初、バイオディフェン

スという枠組みのなかで行われていたが、2005年のハリ

ケーン・カトリーナ襲来以降、あらゆる公衆衛生上の危機に

対応するためのものへと変化した。

　本稿では、そのような変化が起きた経緯について振り返る

とともに、バイオディフェンスとオールハザード対応というも

のが、何を意味するのかについて考えてみたい。

1．バイオディフェンス
　2004年4月、ブッシュ（George W. Bush）政権は、「21

世紀のバイオディフェンス」と題する大統領命令を発令し、生

物兵器攻撃の脅威を低減するための施策の全体像を打ち出

した6。その柱として、「脅威認識」「予防と防護」「サーベイラ

ンスと検知」「対応と復旧」という4つが示されている（表）。さ

らに、具体的な12の取組を、どの連邦政府の機関が主体的

に実施するかが明確に規定されている。なお、「事前予防策」

を講じる機関は複数にまたがっているが、国務省、国防総

省、司法省、諜報コミュニティが、それぞれの行政区分におい

て外交、軍縮、法的処罰、多国間の輸出規制、脅威削減プロ

グラムなどを実施することになっている。（表）からもわかる

通り、「脅威認識」「予防と防護」の取組は、核兵器などを対象

にするものと、それほど違いはない。攻撃のあとの被害を最

小限にする「サーベイランスと検知」や「対応と復旧」という部

分が、バイオディフェンス特有のものである。

　「生物兵器攻撃の早期認知と警戒」のための代表的なプロ

グラムとして、国土安全保障省のバイオウォッチ（Bio 

Watch）がある。バイオウォッチプログラムでは、米国の30の

天野 修司

バイオディフェンスとオールハザード対応の考え方について

－米国の政策動向の変化を事例に－
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主要都市に配備した機器によって空気中に浮遊する物質を

採取し、それを毎日、技術者が研究所に持ち帰り、危険な微生

物が混入していないかをDNA検査によって確かめている。

バイオウォッチは、もともと2002年のソルトレイクオリンピッ

クに向けて開発が進められていたが、バイオテロの脅威の高

まりを受けて、2003年より全国規模で運用されている7。

現在のプログラムでは、多額の人件費がかかり、検知までに

12～36時間を要するので、全自動システムの研究開発も

進められている。新たなシステムの導入によって、検知まで

の時間が4～6時間にまで短縮できると考えられている8。

　「対抗医薬品の研究開発」は、保健福祉省の指導のもと、

国立衛生研究所が研究プログラムを実施している。しかし、

ワクチンや抗生剤などの研究開発において国の研究機関の

果たす役割は、基礎研究などに限られる。大規模な臨床試

験や製品の大量生産を行うためには、企業の関与が必要と

なる。そのため、2004年7月にプロジェクトバイオシールド

法が制定され、テロ対抗医薬品という極めて限られた市場

に企業の参入が促された9。これらの例からも、米国が、生物

兵器攻撃が起こったあとの対応に力を注いできたことは明

らかである。

2．オールハザード対応
　国土安全保障省は、2003年の創設時、大規模災害発生

時において州や地域の医療対応をサポートする機能を、保

健福祉省より引き継いでいた。しかし、2005年8月、ハリ

ケーン・カトリーナがメキシコ湾岸地域を襲った際、国土安全

保障省のもとでの医療支援の調整は、スムーズに進まなかっ

た10。同じ頃、致死性の高い鳥インフルエンザ（H5N1）の地

球規模での広がりを懸念する声も高まっていた。そして、

2006年12月、パンデミック・オールハザード事前準備法

（PAHPA）が成立し、「公衆衛生上の緊急事態や出来事につ

いて、保健福祉省長官が、全ての連邦政府の公衆衛生及び

医療対応を統制する」こととなった11。

　PAHPAによって、あらゆる災害への対応と準備に関する

重点項目 具体的な取組 主要機関

脅威認識

生物兵器に関連する諜報活動 諜報コミュニティ

国内の関連プログラムの評価 国土安全保障省

将来的な生物兵器の脅威の予測 保健福祉省

予防と防護
事前予防策

国務省

国防総省

司法省

諜報コミュニティ

重要インフラの防護 国土安全保障省

サーベイランスと検知
生物兵器攻撃の早期認知と警戒 国土安全保障省

攻撃者と攻撃手段の特定 国土安全保障省

対応と復旧

包括的な対応計画の作成 国土安全保障省

大量の傷病者の治療 保健福祉省

リスクコミュニケーション 国土安全保障省

対抗医薬品の研究開発 保健福祉省（国立衛生研究所）

除染 環境保護庁

（表）21世紀のバイオディフェンス
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全ての事柄について保健福祉省長官に助言を行う役職とし

て、事前準備対応次官補（ASPR）が設けられた。また、CBRN

（生物、化学、核・放射線）攻撃や事故、パンデミック・インフル

エンザ、およびその他の新興感染症による健康被害に効果

のある医薬品の研究開発を促進するために、生物医学先端

研究開発局（BARDA）が保健福祉省内に創設された。

　その後、2007年10月、ブッシュ政権は、「公衆衛生と医療

の事前準備」と題する大統領命令を発令した12。その目的は、

「『21世紀のバイオディフェンス』に示された原則に基づき、

あらゆる災害から国民の健康を守ることに、米国のアプロー

チを変えるための戦略を打ち出すこと」である。そのなかで、

緊急事態における公衆衛生と医療のもっとも重要な要素と

して、「バイオサーベイランス」「対抗医薬品の配布」「大量の

傷病者の治療」「地域の復元力」の4つが挙げられている。保

健福祉省は、そのすべてを主体的に行う機関として位置付

けられた。

　この大統領命令では、「バイオサーベイランス」として、ほぼ

リアルタイムで感染症の大流行の特徴を捉えて、早期警戒を

行うためのシステムの開発を求めている。前節で紹介した国

土安全保障省のバイオウォッチプログラムでは、機器が配備

されている場所で、大量のエアロゾル攻撃が起きた場合にの

み迅速に検知できる可能性がある。一方、医療及び公衆衛

生システムを通じて実施されるバイオサーベイランスは、さま

ざまな手段によるバイオテロや自然発生的な感染症など、よ

り柔軟に幅広く生物学的脅威を探知することができる。

　「対抗医薬品の配布」には、48時間以内に対抗医薬品の

配布及び投与できる最小限で実用的な計画を提供するテン

プレートの開発が必要とされている。「48時間以内」という

言葉からも、それが、炭疽菌による攻撃を意識したものであ

ることがわかる。現在、米国では大規模な生物兵器攻撃が起

こった場合、配布ポイント（point of dispensing）を設置し、

医薬品を提供することになっている。また、郵便配達を用い

た方法も検討されており、5つの都市で試験的に訓練が行

われている。

　「21世紀のバイオディフェンス」は、生物兵器対策という

枠組みのなかで各省庁や関連機関の役割を示したものであ

るが、「公衆衛生と医療の事前準備」は保健福祉省の役割を

オールハザード対応という枠組みで捉え直したものであると

いえる。上記の例からもわかる通り、そのオールハザード対

応のなかに、生物兵器攻撃の対応が含まれているからこそ、

事前時準備の取組は規模の大きなものとなっている。

3．米国との政策ギャップの問題
　自然発生的な感染症のなかで、米国においてもっとも対

策が必要と考えられていたのは、鳥インフルエンザである。

鳥インフルエンザが人に感染することは滅多にないが、感染

したときの致死性は高い。それゆえに、突然変異によって、人

から人に容易に伝播する鳥インフルエンザの誕生が懸念さ

れていた13。

　そして、2011年、米国の国立衛生研究所の委託研究にお

いて、2つの研究チームが、鳥インフルエンザウイルスを人工

的に変異させて、感染性を高めることに成功した。どちらの

研究も、自然のなかで起こりうる遺伝的な変化を作り出した

ものである。これらの研究は、テロ組織などに悪用される危

険性があるということで日本でも話題となった。しかし、人工

的に改変されたウイルスは、どちらも病原性が低いことが明

らかとなり、日本での議論も落ち着きを見せはじめている。

　この出来事を別の角度から見ると、米国と他の国々との

政策ギャップに起因する深刻な問題があることがわかる。2

つの研究によって、自然環境のなかでも鳥インフルエンザの

伝播力が高まる可能性があることが示された。また、それら

の研究自体にもバイオセーフティ及びバイオセキュリティ上

のリスクが内在している。自然発生的、偶発的、意図的、いず

れにしても感染性の高いウイルスが環境中に放出されれば、

その被害は他国にまで広がる可能性がある。しかも、パンデ

ミック対策を積極的に行っていない国々は、米国以上の脅威

にさらされることになる。

　注目すべきは、2つの研究が、いずれも米国の国立衛生研

究所の委託研究であり、オールハザード対応を目指す米国

の政策的な枠組みのなかで行われたというところである。
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したがって、米国が、その政策を維持し、バイオテロや自然発

生的な感染症の研究に力を入れ続ける限り、別の病原体で

も同じようなことが起きる可能性はある。

おわりに
　攻撃のあとでも対応が可能であるという生物兵器のユニ

－クな特徴によって、米国は、迅速に対応するための並々な

らぬ努力を積み重ねてきた。しかし、生物兵器攻撃は、いか

にそれがもたらす結果が壊滅的であっても、起きる可能性の

低い出来事である。したがって、より頻繁に起きる自然災害

や感染症の大流行と合わせて事前準備が進められるように

なったことは、当然の流れであったと思える。そこで浮かび

上がった米国との政策ギャップという問題は、今後、日本で

も無視できないところであろう。

　この問題に対処するためには、当該分野における日米の

関係者が定期的に情報共有を行って、ある程度、科学技術

の水準を同じくらいに維持する努力が必要であると考える。

バイオテロや自然発生的な感染症などに対処する医学研究

について協議する場として、日米メディカルバイディフェンス

シンポジウムが、2007年より毎年開催されている。本シン

ポジウムは、日米安全・安心科学技術協力イニシアチブに基

づくものであり、例年、両国を代表する科学者及び政策担当

者が参加している。今後、このような会議の重要性はますま

す高まるであろう。
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天野 修司・竹内 勤

バイオセキュリティ研究の現状と課題

　バイオセキュリティという言葉には、さまざまな意味があ

る。狭い意味では、実験室における病原体の紛失、盗難、転

用、意図的な悪用から防ぐための取組を表す。広い意味で

は、テロ組織や国家による生物兵器攻撃の防止あるいは対

応のための方策を包括的に含んでいる。本稿でのバイオセ

キュリティは、後者の意味である。

　2001年の同時多発テロとそれに続く炭疽菌郵送事件か

ら10年が経過したが、依然、バイオセキュリティへの国際的

な関心は非常に高い。特に米国では、生物兵器を用いた攻

撃に備えるための事前準備が強力に進められている。なか

でも、医薬品の研究開発には巨額の資金が投じられてきた。

　わが国でも、1993年にオウム真理教が炭疽菌の散布を

行っており、バイオテロの脅威は他人ごとではない。本稿で

は、わが国におけるバイオセキュリティ研究の現状と課題に

ついて解説する。

Ⅰ．バイオテロの脅威について
　2001年9月11日、米国でほぼ同じ時刻に4機の航空機

がハイジャックされた。うち2機は、ニューヨークの世界貿易

センタービルに、1機はワシントン郊外の国防総省の建物に

衝突させられた。別の1機は、ペンシルベニア州で墜落して

いる。その後、4つのハイジャック事件が、国際テロ組織アル

カイダによる犯行であることが明らかとなった。

　世界中を震撼させた同時多発テロからわずか数週間後、

米国の報道機関や上院議員のオフィスに、炭疽菌の入った封

筒が送付された。封筒には、テロとの関連性を匂わせる手紙

が入っており、米国社会は再び終わりの見えない恐怖に見舞

われた。結局、犯人とされた米国の科学者とアルカイダとの

あいだにつながりはなかったが、事件をきっかけに、バイオテ

ロの脅威が現実的なものとして認識されるようになった。

　炭疽菌は、芽胞という形態で土壌中に存在している。芽胞

は、熱や乾燥に強く、安定して長期保存が可能である。また、

大量生産が比較的容易であり、わずかな量でも発症するの

で、生物兵器として用いられる可能性が高いと考えられてい

る。臨床症状は、侵入経路によって異なるが、上気道から吸入

した場合、治療しなければ致死率は90％以上といわれている
1)。1993年の米国連邦議会技術評価局のレポートによると、

1台の小型飛行機で100㎏の炭疽菌芽胞を都市に散布すれ

ば、天候によって300万人の犠牲者が出るとされている2)。

　バイオテロの脅威は、わが国にとっても他人ごとではな

い。1993年にオウム真理教は、東京の亀戸道場で異臭騒ぎ

を起こしているが、そのときに炭疽菌を散布していたことが、

のちの捜査で明らかとなっている。幸いなことに、培養され

た炭疽菌が、家畜のワクチン用に無毒化されたものであった

ため被害はなかったが、バイオテロが実際に行われた事案と

して捉えることができる。

Ⅱ．バイオテロ対抗医薬品の備蓄
　炭疽菌の病原性は高いが、曝露されたあと、48時間以内

に抗生物質の服用を開始し、長期継続服用することで発症

を抑えることできる3)。わが国には、炭疽菌に有効な抗生物

質の備蓄はないものの、2001年に内閣官房は、バイオテロ

対応に必要な量の抗生物質が卸やメーカーの在庫にあるこ

とを確認したと発表している4)。しかし、そのときに、どれほど

の規模のバイオテロが想定されていたかは明らかではない。

炭疽菌と並んで、バイオテロに用いられる可能性が高いと考
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5)    Saito T：Research on Preparedness for Bioterrorism－Associated Events in Japan：Smallpox Vaccine Preparedness, Journal of Disaster Research 2009.
6)    齋藤智也：日本におけるバイオテロ対策関連研究開発の状況。平成19年度文部科学省委託事業 安全・安心科学技術プロジェクト「日本におけるバイオテロリズム対策向上を目指した技
術・研究開発に関する調査研究」報告書：35~45、2007。

7)    橋爪壮：弱毒痘苗株 LC16m8 の開発とこのワクチンの現況、小児感染免疫23：181~186、2011。

えられているのは、天然痘である。世界保健機構（WHO）

は、1980年、自然界からの天然痘の根絶を宣言している

が、テロリストが何らかの形でウイルスを入手することが懸

念されている。天然痘ウイルスは感染力が強く、免疫のない

者が近距離で患者に接すると80%以上が発症するといわれ

ている。発症すると、根本的な治療法はなく、致死率は30～

40％にものぼる。

　わが国では、天然痘によるバイオテロに備えて、痘瘡ワク

チンLC16m8の備蓄が行われている。LC16m8は、千葉県

血清研究所で開発され、1975年に旧厚生省の製造承認を

受けた。翌年の1976年から定期種痘が行われなくなったの

で、LC16m8が使用されることはあまりなかったが、バイオ

テロの脅威の高まりを受けて、2002年、国は千葉県血清研

究所より250万ドーズを購入した5)。

　その直後、千葉県血清研究所は閉鎖されることになり、そ

れ以降、化学及血清療法研究所（化血研）が、LC16m8の製

造を行っている。2003年、化血研は、750万ドーズを納品し

ているが、現在、どれほどのワクチンが国家備蓄として存在

しているかについては、危機管理上の理由から非公開とされ

ている。

Ⅲ．国民保護訓練
　2005年から、内閣官房が主体となって、外部からの武力

攻撃やテロに対して関係省庁や地方自治体が連携して迅速

に対応するための国民保護訓練を行っている。2012年3月

までに実動訓練と図上訓練が合計で80回行われている。し

かし、訓練のシナリオの多くが爆発物や化学剤を用いたテロ

を想定しており、バイオテロに対応するための実動訓練は1回

（天然痘）、図上訓練は5回（炭疽菌3回、天然痘2回）しか行

われていない。

　化学テロや爆発物テロは、攻撃を受けた場所が明らかな

ので、各機関が連携して事態を収束させるための訓練には

適している。一方、炭疽菌や天然痘には潜伏期間があり、現

実的なシナリオに基づく訓練を行うのは困難である。バイオ

テロが起きたとき、異常な感染症の発生にはじめに気づくの

は、恐らく臨床医である。警察が動きだすのは、医療機関や

保健所が事件の可能性を疑って通報したあとになる。警察

の捜査は、感染源の特定に向けた疫学調査と並行する形で

行われる。つまり、攻撃を受けた場所を特定するだけでも数

日はかかることになる。

　現実的なシナリオに基づく訓練が困難であっても、バイオ

テロ対応には、日頃の訓練を必要とする要素がある。その例

が、医薬品の配布と投与である。バイオテロの場合、迅速な、

医薬品の配布と投与ができれば、事態発生後でも犠牲者の

数を減らすことができる。しかし、2011年の福島県での原発

事故の例では、安定ヨウ素剤の備蓄があったにもかかわら

ず、配布や服用の指示がうまく伝達されなかった。訓練を行わ

なければ、バイオテロでも、同じことが起きる可能性がある。

Ⅳ．バイオセキュリティ研究の現状
　炭疽菌の基礎研究は、文部科学省の科学研究費などで、

帯広畜産大学が行ってきた。2001年の炭疽菌郵送事件の

あと、国立感染症研究所（感染研）が、科学技術振興調整費

で炭疽菌の検出法や滅菌等について単年度で研究を実施

している。それ以降、専門家や行政ニーズに基づいて課題設

定が行われる厚生労働科学研究費で、感染研をはじめ、いく

つかの大学や研究機関が、診断、治療および除染などの研

究を行っている6)。天然痘については、同じく厚生労働科学

研究費で、感染研、化血研などが、LC16m8の有効性や安

全性の検証を行った7)。

　感染研の感染症情報センターは、厚生労働科学研究費

で、いくつかの症候群サーベイランスを運用している。なか

でも薬局サーベイランスは、バイオテロの早期探知に役立つ

可能性がある。薬局サーベイランスは、医薬品の処方箋の情

報を収集して、患者の急増を把握するためのシステムであ

る。2012年11月現在、全国の約16.48％にあたる8,224
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8)    竹内勤、齋藤智也：研究会等開催報告。平成21年度文部科学省委託事業 安全・安心科学技術プロジェクト「テロ等への医学的見地からの公衆衛生措定や医療的対策に関する調査
研究」報告書：71~101、2009。

薬局が参加している。天然痘テロが起こったときに、天然痘

と水疱瘡を初期に鑑別するのは困難であると考えられる。

よって、水疱瘡や帯状疱疹に使用されるアシクロビル製剤

の処方状況が異常であるときは、バイオテロを疑うサインと

なりうる8)。

　2005年から、科学技術振興機構の戦略的創造研究推進

事業で、東芝が、科学警察研究所、帯広畜産大学と共同で

生物剤検知システムの開発を行った。その研究成果をもと

に、2009年、モバイル型全自動生物剤検知システムBio 

BulwarkTMが製品化された。Bio BulwarkTMは、高速モード

で約30分、高感度モードで約70分という時間で、炭疽菌を

含む約20種類の生物剤を検出できる。東芝は、2007年より

文部科学省の安全・安心科学技術プロジェクトで、設置型の

リアルタイム検知システムの開発も行っている。また、防衛

省技術研究本部も、車載型の生物剤検知システムの開発を

進めている。

Ⅴ．バイオセキュリティ研究の課題
　炭疽菌、天然痘、ボツリヌス毒素などバイオテロに使用さ

れる可能性のある病原体は、自然発生的な脅威がそれほど

高くないと考えられていたものが多い。いくつかの病原体が

新たに脅威として認識されたのであれば、本来、人材育成を

含めた研究基盤の強化を抜本的に進める必要がある。しか

し、現在のところ、そのような予算措置は行われていない。例

えば、炭疽菌の基礎研究の資金となってきた文部科学省の

科学研究費は、研究者の自発的な研究計画に基づくもので

あり、個人的な事情で研究自体が行われなくなる可能性も

ある。また、厚生労働科学研究費による研究のほとんどは、3

年で社会に還元できる成果を求めており、研究基盤の拡充

にはつながりにくい。

　研究環境も、充分に整備されているとはいい難い。エボラ

やマールブルグなどの出血熱ウイルスは、天然痘ほど感染

力はないものの、利用可能なワクチンや治療法がないため、

社会的な混乱を引き起こすという目的でテロに用いられる

可能性がある。しかし、わが国では、バイオセーフティレベル

（BSL）4の研究を行うことができないので、基礎研究や検査

法の開発を進めることが難しい状況にある。新興感染症対

策だけではなく、バイオセキュリティ研究の推進という意味

でも、BSL4の病原体を扱うための高度安全実験施設の稼働

は課題であるといえる。

　バイオテロ対応において、どのような科学技術が必要かに

ついて、国として明確な方針を打ち出すことも重要である。そ

れがなければ、多額の資金を投じて開発した科学技術も無駄

になる可能性がある。例えば、炭疽菌テロでは、早期探知が

重要となるので、東芝が開発を行った設置型のリアルタイム

検知システムの配備は、極めて有効である。しかし、非常に高

額なものなので、購入先があるかどうかは定かではない。当

時のプロジェクトの関係者の話によると、その後の製品化や

販売実績についての追跡調査は行っていないという。

Ⅵ．�バイオセキュリティ向上のための
����「知・技術の共有化」
　われわれの研究グループでは、バイオセキュリティ向上の

ための活動を行っている。もともとは、2007年に慶應義塾

大学グローバルセキュリティ研究所で開始したプロジェクト

であるが、2011年より長崎大学国際連携研究戦略本部に

拠点を移して活動を続けている。

　バイオテロが発生したときに、それぞれの分野の専門家が

どのように考え、行動するのかを、お互いに把握していれば、

スムーズに連携をとることが可能となる。また、初動対応者

が研究成果についての知識を持っていれば、現場で有効に

活用できる。われわれの研究グループが開催するセミナー

では、そのような知識を提供してきた。

　2009年に「原因の調査」というタイトルで行ったセミナー

では、実地疫学と犯罪捜査、それぞれの専門家が講演を行っ

た。両者の基本的な思考過程の共通性や、お互いのスタン

スの違いを知る良い機会となった。2010年の「生物剤の除

染の考え方」についてのセミナーには、80名近くが参加し

た。その大多数が、警察、消防、医療従事者などの初動対応

者であり、特に、総合討論のセッションでは、初動対応者と科
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学者のあいだで活発な議論が行われた。両セミナーとも、

慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所の齋藤智也研

究員（当時）がコーディネーターを務めた。

　われわれの研究グループは、1つのテーマをより多角的な

視点で捉えるためのワークショップも開催している。2012

年には、出血熱ウイルスをテーマとするワークショップを開催

した。出血熱ウイルスが、わが国に流入したときに、サーベイ

ランス、患者の受け入れ、診断、治療がどのように行われる

かについて、それぞれの専門家が講演を行った。また、英国

健康保護局より2名の科学者を招聘し、出血熱ウイルスにつ

いての最新の研究成果などについての知見を共有した。な

お、セミナーやワークショップでの議論の内容は、ニュースレ

ターや報告書のなかで紹介している。それらは全てホーム

ページからダウンロードが可能である。

Ⅶ．日米メディカルバイオディフェンスシンポジウム
　日米メディカルバイディフェンスシンポジウム（日米シンポ

ジウム）は、バイオテロや自然発生的な感染症等の脅威から

国家を防護するための方策を協議する場として、2007年よ

り、毎年開催されている。日米シンポジウムは、日米安全・安

心科学技術協力イニシアチブに基づくものであり、例年、両

国を代表する科学者や政策担当者が参加している。われわ

れの研究グループは、米国の国立衛生研究所と連携し、議

題の策定や代表者の調整を行っている。過去5回の参加者

の主な所属機関を、表１に示す。

　日米シンポジウムでは、テロに用いられる可能性のある病

原体についての研究や、サーベイランス体制、高度安全実験

施設の稼働、政策的な側面など幅広いテーマについて議論

が行われてきた。例年、化学災害や食品安全の問題などバ

イオディフェンス以外の重要なテーマについても取り上げて

いるが、2011年は福島県での原発事故を受けて、核・放射

線による健康被害への医療対応を議題に盛りこんだ。

　日米シンポジウムは、両国のバイオセキュリティ研究の将

来的な方向性を見出すための重要な機会となっている。ま

た、継続的な議論のなかで、新たな2国間協力の可能性が模

索されている。わが国のバイオセキュリティの向上を実質的

に促した例として、化血研のLC16m8の研究がある。

　化血研は、米国でのライセンス取得を目指して、痘瘡ワク

チンLC16m8の動物実験、治験薬製造やフェーズIIの臨床

試験等が行っているが、そのための多額の資金を提供して

いるのは、米国の生物医学先端研究開発局である。日米シ

ンポジウムには、化血研からの代表者が毎年参加しており、

そのことが生物医学先端研究開発局との関係の構築につな

がったと考えられる。

　

おわりに
　2011年の東日本大震災以降、地震、津波、原発事故にば

かり関心が集まっているが、危機管理において、特定のリス

クにばかり気を取られていると、想定外の出来事に足をすく

われるという事態になりかねない。そうならないためにも、わ

が国におけるバイオセキュリティ向上のための取組を続けて

いかなければならない。

日本 米国

慶應義塾大学
長崎大学

帯広畜産大学
国立感染症研究所

化学及血清療法研究所
科学警察研究所

文部科学省
厚生労働省
農林水産省
内閣官房

国立衛生研究所
疾病管理・予防センター

食品医薬品局
事前準備対応次官補局

生物医学先端研究開発局
保健福祉省

国務省
国土安全保障省

国防総省
ホワイトハウス

（表1） 過去5回の日米シンポジウム参加者の主な所属機関
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第 2 回
バイオセキュリティワークショップ
「バイオディフェンスに資する
 日米科学技術協力の新たな可能性」

開催報告

開催日時

開催場所 

2012年7月21日 土曜日

三田NNホール＆スペース 多目的スペース

コーディネーター

天野 修司
長崎大学 国際連携研究戦略本部 助教

座長

安田 二朗
長崎大学 熱帯医学研究所 教授
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第 2回バイオセキュリティワークショップ

「バイオディフェンスに資する日米科学技術協力の

新たな可能性」

講演1 FIS3における活動の成果と今後の課題 天野修司（長崎大学）

講演2 天然痘ワクチンの研究開発における日米の科学技術協力 横手公幸（化学及血清療法研究所）

講演3 ウイルス性出血熱患者発生に備えた検査診断技術 森川茂（国立感染症研究所）

講演4 人獣共通感染症の先回り予防策 大槻公一（京都産業大学）

講演5 我が国の国際共同研究新戦略：感染症研究ネットワーク推進プログラム 永井美之（理化学研究所）

総合討論

（表） 第２回バイオセキュリティワークショッププログラム

　日米安全・安心科学技術協力イニシアチブ
（FIS3：Framework Initiative for a Safe and 
Secure Society）のもと、2007年より、日米メ
ディカルバイオディフェンスシンポジウム（日米シ
ンポジウム）が開催されている。例年、両国を代
表する科学者および政策担当者が、バイオテロ
等の脅威から国家を防護するための方策につ
いて協議を行っている。
　本ワークショップでは、過去5年間の日米シン
ポジウムでの議論を振り返りつつ、今後の科学
技術協力の新たな可能性を考察するために企
画された。プログラムは、（表）の通りである。
　化学及血清療法研究所（化血研）は、米国でのラ

イセンス取得を目指して、痘瘡ワクチンLC16m8の研

究開発を進めているが、そのための多額の資金を提

供しているのは、米国の生物医学先端研究開発局

（BARDA） である。日米シンポジウムの開催は、この

ような協力体制の構築に大きく貢献した。化血研の

横手先生には、そのような経緯を踏まえて、天然痘ワ

クチンの研究開発における日米の科学技術協力に

ついて、御講演いただいた。

　LC16m8以外にも、国際的なディファクト・スタン

ダードになりうる科学技術は、日本にまだあると思わ

れる。日米シンポジウムの米国側の関係者が、特に

強い関心を示しているのは、出血熱ウイルスの診断

技術である。そこで、国立感染症研究所の森川先生

には、日本での患者の発生に備えた検査診断技術

の開発について御説明いただいた。

　米国では、数年前より、バイオテロのみならず自然

発生的な感染症を含めた形での対策が進められて

おり、なかでも人獣共通感染症の研究が重視されは

じめている。その研究は、デュアル・ユースの議論とも

深い関係がある。京都産業大学の大槻先生には、鳥

インフルエンザを例に、人獣共通感染症の先回り予

防策について御解説いただいた。

　自然発生的な感染症の研究を含めて、日米間の新

たな協力体制の構築を模索するためには、よりグ

ローバルな視点でその意義を捉える必要がある。理

化学研究所の永井先生には、国境を越えた共同研

究を強化するための感染症研究ネットワーク推進プ

ログラム（J-GRID）について御紹介いただいた。

　総合討論では、研究者や公衆衛生の専門家など

54名の参加者を交えて活発な議論が行われた。各

講演及び総合討論での議論は、政策提言の1～5お

よび7に反映されている。

開催の背景
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　日米安全・安心科学技術協力イニシアチブ（FIS3）のもと、

2007年より、両国の科学者及び政策担当者のあいだで、バ

イオテロ等の脅威から国家を防護するための方策について

の協議が行われてきた。本講演では、その活動の成果と反

省点について解説された。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　2001年の同時多発テロとその数週間後に発生した炭疽

菌郵送事件により、米国においてバイオテロ対抗医薬品の

研究開発や公衆衛生基盤強化のための資金が大幅に増額

された。2004年4月、ブッシュ政権は、「21世紀のバイオディ

フェンス」と題する大統領命令を発令し、生物兵器対策にお

ける各省庁の役割を改めて規定した。同年7月には、テロ対

抗医薬品という極めて限られた市場に企業の参入を促すた

めのプロジェクト・バイオシールド法が成立した。同法案によ

り、CBRN（生物、化学、核・放射線）対抗医薬品の調達に

2004年度から2013年度のあいだで最大約56億ドル（約

4480億円）を支出することが承認された。それ以降、米国で

はバイオディフェンス関連予算として、毎年、50億ドル以上

が支出されている（図1）。

　日本と米国のあいだには、もともと日米科学技術協力協

定があり、それに基づいて、具体的な活動を行うための議論

が、日米科学技術合同高級委員会などで行われていた。

2003年4月、東京で開催された第9回日米科学技術合同高

級委員会において、テロリズムを含む様々な脅威から社会

の安全・安心を確保するための科学技術の役割について議

論した結果、両国間で「安全・安心のための科学技術に関す

るワークショップ」を開催することが決定した。さらに、2006

年5月にワシントンで開催された第10回日米科学技術合同

高級委員会で、その協力を「安全･安心科学技術協力イニシ

アチブ（FIS3）」として発展させることで合意された。

　2006年10月、FIS3のもとではじめてのワークショップが

ホノルルで開催され、今後の協力スケジュールについて合意

されたプロジェクトが、フェーズ1として、全部で8つある（図

2）。そのなかの1つが、「バイオディフェンス研究に関する日

米シンポジウム」である。8つのプロジェクトのうち、現在も継

続されているのは、この日米シンポジウムだけである（現在、

日米シンポジウムの正式名称は、「日米メディカルバイオ

ディフェンスシンポジウム」となっている）。日米シンポジウ

ムは、バイオテロ等の脅威から国家を防護するための方策を

協議する場として、2007年より、毎年開催されている。

　我々の研究グループは、文部科学省の委託事業におい

て、米国国立衛生研究所と連携し、アジェンダの策定や日本

側の代表者の選定を行ってきた。日本では、やはり省庁間で

の縦割という部分があり、バイオテロ対策のための取組も、

各省庁がそれぞれの行政区分のなかで行っている。我々の

研究グループは、調査研究を通じて、日本のどの機関がどう

いった活動を行っているのかを把握しており、また、ネット

ワークも確立している。米国の政策動向も継続的にモニタリ

ングしているので、米国側との調整という機能を果たすこと

ができる。シンポジウムには、これまで慶應義塾大学、長崎

大学、帯広畜産大学、国立感染症研究所、科学警察研究所、

放射線影響研究所、化学及血清療法研究所（化血研）、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、内閣官房などから担当者

が参加してきた。

　「21世紀のバイオディフェンス」の例からも分かる通り、米

国では、バイオテロ対策における各機関の役割が、トップダウ

ンで明確に決まっているので、その年の議題に合わせて、国

天野 修司
長崎大学国際連携研究戦略本部　助教

—講師略歴—
2003年大阪府立大学経済学部卒業。2009年ジョージア工科大学国際関係科学修士号取得。慶應義
塾大学グローバルセキュリティ研究所、研究助教を経て、2011年より現職。

講演①

FIS3における活動の成果と今後の課題
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立衛生研究所の担当者が参加者を選定している。米国から

は、国立衛生研究所をはじめ、疾病管理・予防センター、生物

医学先端研究開発局（BARDA）、保健福祉省、国務省、国防

総省、国土安全保障などの機関からの代表者が参加してい

る。これまでテロに用いられる可能性の高い病原体について

の研究や、高度安全実験施設の稼働、サーベイランス体制な

どについて議論が行われてきた。例年、化学防護や食品安全

などバイオディフェンス以外の重要なテーマについても取り

上げているが、昨年は、福島県での原発事故を受けて放射線

災害についてのセッションを議題に加えた（図3）。

　日米シンポジウムも昨年で、5回目を迎えたということで、

日本と米国それぞれがこれまでの活動を振り返る作業を行

うこととなった。日本側としては、研究統括の竹内教授を中

心に過去にシンポジウムに参加した方々と、2回にわたって

会合を開催した（2012年3月、5月）。会合では、出血熱ウイ

ルス研究や高度安全実験施設の稼働、および天然痘ワクチ

ンの効果や安全性の科学的裏付け等について米国側とコ

ミュニケーションが取れたということが、日米シンポジウムの

成果として挙げられていた。また、米国のトップレベルの科学

者と定期的に会合が持てていること自体、危機管理という

意味で大きな成果であるという意見も出ていた。

　さらに、化血研は、米国のBARDAの支援を受けて、痘瘡

ワクチンLC16m8の研究開発を進めているが、日米シンポ

ジウムの開催は、このような協力体制の構築に貢献したとい

う意見もあった。次の講演者である化血研の横手氏は、これ

まで5回すべての日米シンポジウムに参加しており、

BARDAやその他の米国の関係者との人脈形成という意味

で、役に立ったと考えられる。反省点としては、FIS3の枠組み

のなかで、人材育成のための研究交流や、共同研究ができ

なかったということがある。

　その後、米国側とレビュー作業の結果を共有するために、

担当者である国立衛生研究所のタカフジ氏と2日間にわ

たって会合を行った（2012年5月）。FIS3をはじめる契機と

なった日米科学技術協力協定は、ロナルド・レーガン大統領

と竹下登首相とのあいだで結ばれたものであり、いわば両

国のトップのあいだで合意されたものである。そのような歴

史的経緯を踏まえたうえで、日米シンポジウムが現在も継続

していることの意義を考える必要があるとタカフジ氏は述べ

ていた。また、国と国とのあいだでの協力関係は、お互いの

努力によって維持されるものであり、デュアル・ユース性のあ

る科学技術についての議論が5年間続いたこと自体を大き

な成果と捉ていた。

　タカフジ氏は、同盟国である日本における高度安全実験

施設の稼働は、米国にとっての国益であるという話もしてい

た。これらの意見には、タカフジ氏の個人的なものも含まれ

ていると思うが、米国側は、レビュー作業の結果を文書とし

てまとめることを望んでおり、我々の方からも情報提供を

行っている（本報告書67～83ページを参照）。
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（図2）
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　日本では、天然痘によるバイオテロに備えて痘瘡ワクチン

LC16m8が備蓄されている。化学及血清療法研究所（化血

研）は、その研究開発や製造を行っている。また、化血研は、

米国でのLC16m8のライセンス取得に向けて、米・生物医

学先端研究開発局（BARDA）からの支援も受けている。本

講演では、日本及び米国におけるLC16m8の研究開発状況

等について解説された。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　1980年、世界保健機構（WHO）は、地球上からの天然痘

の撲滅を宣言した。そして、天然痘ウイルスそのもの、有病体

や病理組織等は、米国の疾病管理・予防センター（CDC）と

旧ソビエト連邦の国立ウイルス製剤研究所で保管されるこ

ととなった。米国に亡命した科学者の証言によると、国立ウ

イルス製剤研究所では、生物兵器として天然痘ウイルスの

研究が行われ、ソビエト連崩壊後、ウイルスが関係国に流れ

たことが明らかとなっている。そのような経緯もあって、米国

において、天然痘は、炭疽菌、エボラ出血熱ウイルスなどと同

じく、バイオテロに用いられる可能性がもっとも高いカテゴ

リーAの病原体として認識されている。

　日本も50年ほど前までは、天然痘の脅威にさらされてい

た。LC16m8は、1975年に医薬品ライセンスを取得した痘

瘡ワクチンである。1973年からはじまった小児9万人を対

象とする全国規模の臨床試験によって免疫原性が高く、副

作用も少ないことが明らかとなった（図1）。1976年に種痘

の定期接種が終了したため、30年ほど使用されていない時

期があったが、現在は、バイオテロ対策用として備蓄されて

いる。近年、海外に派遣される自衛隊員にLC16m8が接種

されたが、その後の臨床研究によって、成人に対しても有効

性と安全性があることが確認された（図2、3）。

　猿に猿痘を感染させて致死的な状態をつくりだす実験モ

デルで、LC16m8は米国に備蓄されているDryvaxと同じ感

染防護効果が得られることが示された。しかし、これはあくま

で充分な免疫期間を確保したうえでの実験結果であり、バ

イオテロ発生時のワクチンの使い方を考えると、どのタイミ

ングで接種すると効果があるのかという視点と、予防的に

使用した場合にどれほど効果が持続するのかという視点も

必要となる。また、リスクのある方や少し免疫が異常な方に

も安全性が担保できるかどうかというところも重要である。

　まず、どのタイミングで効果があるかということについて、

マウスのモデルでは、2日後にチャレンジしても感染が防護

された。国立感染症研究所（感染研）の先生方の猿を用いた

モデルでは、同日でも効果があることが確認されている。恐

らく抗体はまだ上がっていないが、抗体を産生しないノック

アウトマウスを使った実験でも感染防護ができたので、細胞

性の免疫が効いているのだと予想される。細胞性免疫も特

異免疫もできないノックアウトマウスを使っても、体重の減

少が抑制されたので、非特異的な自然免疫も誘導している

と考えられる。つまり、細胞性免疫と自然免疫によって感染

防護能力を早期に獲得することが期待できる。

　ただし、細胞性免疫と自然免疫は長くは続かないので、そ

の後は抗体で維持する形となる。その抗体がどれほど維持

できるかについては、マウスを使った実験で1年後でも感染

防護できることが確認された。マウスの寿命が2、3年といわ

れているので、人間の場合、少なくとも10年以上は、免疫が

維持できると考えている。また、免疫不全といわれる状態の

横手 公幸
化学及血清療法研究所国際戦略室　室長

—講師略歴—
1981年、兵庫県立姫路工業大学工学部応用化学修士課程修了後、財団法人化学及血清療法研究所
に入社、以降主にワクチン開発を担当。2003年より痘瘡ワクチンの製造・海外導出を担当、2012年よ
り現職。

講演②

天然痘ワクチンの研究開発における

日米の科学技術協力
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方にも、欧米のものに比べて安全性が高いことが、動物モデ

ルのデータで示されている。

　安全性の評価については、米国の研究者とも2種類の共

同研究を行っている。まず1つは、米・食品医薬品局（FDA）と

の研究である。米国の研究者は、日本で開発したアトピー性

のマウスを自由に輸入できないので、それを使った実験を

我々の研究所で行っている。もう1つは、米・国立ガン研究所

（NCI）との研究である。研究内容は、リンパ球が反応しない

免疫不全状態の猿を作って、LC16m8とDryvaxを打つとい

うものであるが、NCIでは、大量の抗体の調整が可能であ

り、猿のモデルも確立しているので、我々の方からアプロー

チして共同研究が実現した。

　これらの経験から私は、バイオテロや重篤な感染症に対す

る研究に関しては、日本が持っている研究材料や結果を米

国の研究者が使用したり、米国にある研究リソースやモデル

を日本の研究者が使用したりするなどの相互理解、相互協

力、相互アプローチを、もう少しお互いのルールあるいは、プ

ラットフォームのなかで議論されることが望ましいと考える。

これらの協議は、個人のレベルでやってきたが、継続的な研

究の実施は、不可能である。

　最後に、米国からの支援の状況について説明する。化血

研は、2009年11月、BARDAの研究支援プログラム（BAA-

BARDA-09-34）に申請するために、研究内容のアウトライ

をまとめたホワイトペーパーを提出した。その後、かなり分厚

いプロポーザルを作成し、最終的に承認されたのは2010年

12月である。通常では、1年半かかるといわれているので、

比較的短期間で進めることができた。その理由は、日米シン

ポジウムでの発表を通じて、LC16m8についてBARDAの

関係者がすでに良く理解していたからである。2010年12

月に結んだ契約の内容は、BARDAが5年間で動物を用いた

用量反応性有効性実験と治験薬の製造及び臨床試験に

3400万ドルを提供するというものである。

　BARDAと契約を結んでいるのは化血研であるが、実際に

は、下請け業者に業務を委託し、化血研が運営管理するとい

う形で、研究開発を進めている。研究開発の運営課題は、業

務内容の細分化、リスク評価、スケジュール管理、予算管理

である。個人的な意見であるが、日本での研究開発では、予

算の5％以内でマネジメント業務を行うという感じであるが、

米国では、15～20%くらいの予算をかけてマネジメントする

ことが、計画通りの研究開発を行う上で通常と考えられてい

る。そのような研究開発のマネジメント業務に対する文化の

違いも実感しているところである。

　バイオテロ対策のための研究開発を、1国で行うのは難し

いところがあるので、それぞれの国が得意とするノウハウを

合わせることで迅速に進めることができる。また、国内にお

いても、1つの企業だけで行うのは困難である。産学官の協

力体制を確立し、企業が参入しやすいインフラを整備するこ

とが重要であり、通常の医薬品とは異なる審査体制も必要

である。これらの関係機関のネットワーク構築は、国主導で

行われることが望ましいと考えている。
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　近年、出血熱ウイルスの感染の広がりが重要な問題とし

て認識されはじめている。本講演では、日本での患者の発生

に備えた検査診断技術の開発について紹介された。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　国立感染症研究所（感染研）では、ウイルス性出血熱（エボ

ラ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血

熱、南米出血熱等）や天然痘、重篤な新興・再興ウイルス感

染症の実験室診断法の開発及びウイルス学的研究を行って

いる。2003年の感染症法の改正によって、出血熱ウイルス

は特定1種病原体となり、法的にもバイオセーフティレベル

（BSL）4施設でなければ扱えなくなった（図１）。感染研の村

山庁舎には、BSL4の基準を満たす施設はあるものの、厚生

労働大臣からの承認がないためBSL3での研究に使用され

ている。

　ウイルス性出血熱の場合、血液中のマクロファージ等に感

染した形でウイルス血症が起きて、数日後にIgM抗体やIgG

抗体が上がってくる。患者の診断ということに限って考えれ

ば、発症から早期の急性期には、抗体検査よりも病原診断

（ウイルス遺伝子やウイルス蛋白を検出する）の検査が行わ

れる。ウイルス分離・同定という検査がもっとも確実である

が、それはBSL4施設でなければ行うことができない。もし、

デング出血熱や黄熱等が疑われて検査し、分離されたウイ

ルスがエボラウイルスだと判明した場合、24時間以内にオー

トクレーブ等で不活化しないと、感染症法により処罰される

ことになる。

　そこで、PCR（RT-PCR）法やLAMP法で遺伝子の検出を行

うことになるが、出血熱ウイルスでは、特にラッサウイルスや

南米出血熱ウイルスで、ウイルス毎の遺伝子変異が多い。さ

らにリアソートメントや遺伝子の組換えが起きるので、検出

できないものが必ず出てくる。そこで、ウイルスのNP

（Nucleoprotein）というコアタンパクを高感度で免疫学的

に検出する方法も準備している。また、発症後期から回復期

の抗体応答を検出する血清診断法として、組換え抗原を

使った蛍光抗体法や、VSVシュードタイプを用いた中和抗体

測定等の開発も行っている。ウイルス性出血熱の実験室診

断の結果が正しくなければ（偽陰性や偽陽性）大きな問題に

なるので、これらのシステムを複数使って、限りなく100％に

近い正確な診断を行う必要がある。

　開発した診断技術を評価するためには、生きたウイルスや

患者血液等が必要となるので、米国やその他の国と共同研

究を行っている。2000年頃、新疆のクリミア・コンゴ出血熱

の流行地域で、中国の疾病予防制御センター（CDC）と共同

研究を行った。患者が病院に運ばれたとき、我々が開発した

システムで検査したところ抗体は陰性であったが、RT-PCR

によるウイルス遺伝子検出法とウイルス蛋白検出法では陽

性であった。入院5日目になるとIgM抗体、次いでIgG抗体

も検出できた。つまり、どの段階でも、我々のシステムで診断

できるということが、中国のCDCとの共同研究で明らかと

なった（図2）。

　2008年には南アフリカのザンビアで、未知のウイルス性

出血熱が発生した。ルジョウイルスと名付けられた新種のア

レナウイルスによって、患者5名のうち4名の方が亡くなっ

た。ルジョウイルスが、どういったものであるかが分かるの

に、米国でも1年半を要した。ルジョウイルスのような新しい

ウイルスが国外で発生した場合、遺伝子配列の情報は、論文

森川 茂
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が出る前に入手できることもあるので、その段階ですぐに合

成をはじめる。同時に遺伝子組換え実験の申請を出すと、半

年ほどで遺伝子組み換え実験の許可が下りるので、ただち

にウイルスタンパクを作ることができる。ルジョウイルスに関

しては、合成遺伝子でコアタンパクが多くできるので、それ

に対する7種類のモノクローナル抗体によってウイルスタン

パクを検出できるシステムを開発した。英国の健康保護局

（HPA）のロジャー・ヒューソン博士が、書類手続きに2年程を

かけてウイルスを米国から入手したので、検出システムの評

価を依頼したところ、7種類のうち2種類の抗体は生きたウイ

ルスに全く反応しなかった。残りの5つは感度が良く、200感

染価ほどのウイルスがあれば検出できることが明らかとなっ

た。　

　やはり、生きたウイルスで検証しなければ、机上の空論と

なるので、我々は常に海外のどこかの研究機関と共同研究

を行う必要がある。出血熱ウイルスや天然痘ウイルスの検出

に関しては、世界安全保障グループ（GHSAG）のラボネット

ワークのなかで、我々を含む8ヶ国が、ブラインドサンプルを

使って定期的に診断レベルの評価を行っている。そのなか

で、日本の感染研の診断レベルは、いつもトップレベルを

保っている。

　しかし、もし日本で危険なウイルスによる感染症が発生す

ると、カルタヘナ法により原因ウイルスの遺伝子をクローニ

ングするだけで大臣確認実験となり、それだけで何ヶ月もか

かってしまう。それほど待っていられないという状況がある。

そこで、場合によっては電子顕微鏡でウイルスの形態を見る

という方法がある。GHSAGのなかでは、コッホ研究所が、電

子顕微鏡の種々のサンプルを用意している（図3）。例えば、

エボラウイルスやマールブルグウイルスなどは電子顕微鏡

で見ればすぐに同定することができる。

　京都大学の霊長類研究所で多くのニホンザルが死んだ事

例では、検体が届いて数時間後に電子顕微鏡で見ると、形態

的にRNAのエンベロープウイルスであることが分かった。

我々はウイルスに対するプライマーをいろいろ揃えているの

で、RNAウイルスの総当たりでPCRを行った結果、サルのレト

ロウイルスだということが判明した。このように電子顕微鏡

と何かを組み合わせるのは非常に有効な場合がある。

　全てが電子顕微鏡で見ることができないので、別の方法

も開発された。まず遺伝子の端に特定の配列を持った短い

フラグメントをつけて、それに対するプライマーを使って非特

異的に遺伝子を増幅する。それから、4塩基だけ3’側にエク

ストラに伸ばしたプライマーのセットをいくつか組み合わせ

て、数十から100種類位のPCRを行う。それによって、特定

の遺伝子の部位が増幅されるので、そこから遺伝子配列を

決定する。京都大学の霊長類研究所の事例では、この方法

でもサルのレトロウイルスであることが分かった。

　ウイルス性出血熱については、診断技術を常に新しくする

必要があるので、厚生労働省からも研究費が出ている。その

診断技術の評価を行うために共同研究が必要であるが、近

年、米国では種々のセキュリティクリアランスが厳しくなって

きている。また、検体の提供も受けにくくなっている。英国で

もセキュリティクリアランスは厳しいが、現地の研究者と良

い関係が築けているので、比較的、共同研究を行いやすい

状況がある。日米シンポジウムを通じて、両国の研究者が交

流を深めることによって、セキュリティクリアランスの壁を越

えられることを期待している。
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　近年世界で出現している新興感染症のほとんどは、人獣

共通感染症である。最近になり、これまでなじみのなかった

人獣共通感染症の存在が認識され始め、人類への大きな脅

威も理解され始めている。本講演では、人獣共通感染症の

代表例である鳥インフルエンザを例にとり、その概略、人を

含むほ乳類への感染性、病原性の仮説があり、さらに鳥イン

フルエンザウイルスがバイオテロ等への道具として使用され

る危険性についての紹介があった。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　人獣共通感染症とは、通常は動物から人へ感染する病原

体に起因する感染病をいう。代表的な疾病として、狂犬病、

各種脳炎、動物インフルエンザ、ＢＳＥ等多数の感染病があげ

られる。新興・再興感染症の大部分は人獣共通感染症と考え

られている。

　ここでは動物インフルエンザのひとつである鳥インフルエ

ンザについて紹介する。インフルエンザウイルスは、例外的

に宿主域が広く、鳥類から多くのほ乳類まで感染する。鳥イ

ンフルエンザウイルスは人を含む多種のほ乳類に感染して

病原性を示すことがある。すべてのインフルエンザウイルス

の起源は鳥インフルエンザウイルスであり、水鳥が本来の宿

主であると考えられている。

　私は前任地の鳥取大学において、1970年代後半から山

陰地方において越冬する、コハクチョウや各種カモ等のガン

カモ類について、定点を設置し、定期的に材料（糞）を採取

し、鳥インフルエンザウイルスの分離を実施してきた。その結

果、H5及びH7亜型を含むおびただしい数の鳥インフルエン

ザウイルスを分離した。分離した鳥インフルエンザウイルス

のヒナに対する病原性を調べたが、すべて鳥類に対して弱

毒であった。1983年11月に、島根県安来市郊外で採取し

たコハクチョウの糞から分離した弱毒のH5N3ウイルスを、3

～7日齢のSPFヒナに、最初は気囊内に後は脳内に累代継代

したところ、ヒナに対して激烈な病原性を獲得した。すなわ

ち、世界で初めて遺伝子操作を伴うことなく強毒化に成功し

た（図1）。接種を受けたヒナの脳でのウイルス増殖は顕著と

なり、ウイルス接種後3日以内にヒナは全例死亡し、鶏胎児

への致死性も強くなった。HA開裂部位は、明らかに弱毒の

ものから強毒ウイルスで認められる塩基性アミノ酸連続配

列を示すものに変わった。

　この強毒化ウイルスのほ乳類への病原性に興味が持たれ

たので以下の実験を行った。継代前の弱毒ウイルスをマウス

に実験的に感染させたところ、全身感染を起こしたが、強毒

化ウイルスは、マウスの脳、呼吸器（鼻甲介、肺）でのみ増殖

し、強い神経向性を獲得した事が明らかになった（表）。ヒト

に対しても同様の病原性を示す、強い病原性を獲得した危

険なウイルスに変異した可能性も考えられたので、実験を中

断して現在に至る。なお、マウスからマウスへのウイルス伝

達実験は実施しなかったが、強毒化ウイルスは、マウスの呼

吸器での旺盛な増殖性を示した事から、ウイルス感染マウス

から別のマウスに容易にウイルスの伝達される事は予測さ

れた。以上の実験は1990年代に行なったものである。

　我々が実験を実施した1990年代には、少なくとも国内に

おいて、高病原性鳥インフルエンザの脅威についてほとんど

理解されていなかった。私は、鳥インフルエンザウイルスの

病原性解明と鳥インフルエンザ防遏を実験目標として研究

を進展させていた。私を含めて実験を実施した大学院及び
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学部学生の健康に及ぼす、事件に供使したウイルスの悪影

響のみを考慮したのは事実である。生物兵器あるいはバイ

オテロの道具との関連性には当時全く思い至っていなかっ

た。

　一方、東大医科学研究所河岡義裕教授グループの

Nature投稿論文（HＡ修飾によりH5ウイルスがフェレットか

らフェレットの伝播が可能となった）、特に実験方法が悪用さ

れる可能性があるという理由で、本論文の公表に異論が出

たという新聞記事に接し驚愕した。改めて、鳥インフルエン

ザは最も危険度が高く警戒を要する人獣共通感染症のひと

つであり、どのような目的で使用されるか分からない、このウ

イルスの「デュアルユース」の可能性を認識せざるを得なかっ

た。高病原性鳥インフルエンザウイルスについては、実験目

的に対する研究者の明確な認識の保持、その病原体の取り

扱い及び保管に万全を期す必要性が痛感された。

　2003年に始まったベトナムでのH5N1亜型ウイルスによ

る高病原性鳥インフルエンザは、ベトナムにおける畜産業界

に大打撃を与え、ヒトのウイルス感染事例も多発して、分

かっているだけでも50名近くの死者が出た。原因ウイルス

は渡り鳥等の野鳥によって持ち込まれた可能性があった。そ

こで、我々は、長崎大学熱帯医学研究所がハノイ市にある

国立衛生疫学研究所（NIHE）に設置した研究室を活用する

調査研究を文部科学省の「新興再興感染症に係る国外研究

拠点形成」プロジェクトに鳥取大学農学部附属鳥由来人獣

共通感染症疫学研究センター（代表伊藤壽啓教授）と共に

参加した。

　2005年度以来、長崎大学熱帯医学研究所、鳥取大学、

NIHEの研究者と共にベトナム北部において飼育されている

外見上健康な家きん類、水きん類について農場毎に、その近

辺で生息している野鳥の鳥インフルエンザ監視を続行して

いる。その狙いは、ベトナム北部においては、H5N1亜型高病

原性鳥インフルエンザウイルスは、外見上健康な飼育鳥類に

不顕性感染を起こしており、ウイルス感染源になっている可

能性があると考えられたからである。また、新型インフルエン

ザウイルス出現の早期発見も考慮に入れている。

　現在のところ、H5N1ウイルスは、健康なアヒルから1株分

離されているのみである。しかし、アヒルからは別の亜型の鳥

インフルエンザウイルスが多数分離されている。また、少数で

あるがニワトリからも分離されている（図２）。ベトナムでは家

きん・水きん類への鳥インフルエンザワクチンが接種されて

おり、現在ではその効果は認められず、ウイルスの抗原変異

を促進している結果となっていることも考えられる。

　鳥インフルエンザウイルスの東南アジアにおける生態の

把握のみならず、新型インフルエンザ出現の監視及び日本

国内への侵入阻止の面からも、本調査研究は続行されねば

ならない。
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（図1） 水鳥由来インフルエンザウイルスの鶏継代による病原性の獲得

（表） 

（図2） ベトナムにおける鳥インフルエンザウイルスの分離
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　近年のSARSや2009年の新型インフルエンザの世界的

大流行から、新興・再興感染症の研究の必要性が改めて叫

ばれている。本講演では、国境を越えた共同研究を強化する

ための感染症ネットワーク推進プログラム（J-GRID：Japan 

Init iat ive for Global Research Network on 

Infectious Diseases）について紹介された。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　文部科学省は、2005年度より新興・再興感染症研究拠点

形成プログラム（2009年度まで）を開始した。プログラムに

は、2つの要素がある。ひとつは、日本の大学や研究機関等

が、アジアやアフリカの国々のカウンターパートと日常的に

感染症の研究を行うための海外駐在型拠点を建設すること

である。もうひとつは、これらの共同研究拠点を結ぶネット

ワーク（ＮＷ）を作り、そのオペレーションセンターとして理化

学研究所に感染症研究ネットワーク支援センター（現、推進

センター）（CRNID：Center of Research Network for 

Infectious Diseases）を設置することである。

　プログラムが開始された背景には、新興・再興感染症の脅

威の高まりがある。SARSの例では、7、8ヶ月のあいだに30

カ国にウイルスが広がった。約8000人が感染し、その1割の

方が亡くなっている。しかし、情報や研究材料の共有は難し

かった。「感染症には国境がない」が「感染症研究には国境が

ある」のである。国境を越えた共同研究を強めねばならない。

それに加えて、ずっと人類の脅威であり続けたマラリアや結

核、デング熱、狂犬病などにも、国境を越えたコラボレーショ

ンが必要である。また、現地で採られた病原体にアクセスで

きるかどうかは、感染症研究の推進において鍵となる。

　2010年度より、第2フェーズとして、感染症ネットワーク

推進プログラム（J-GRID：Japan Initiative for Global 

Research Network on Infectious Diseases）が開始さ

れた。J-GRIDのGRIDにはネットワークという意味があり、そ

の名前は国際的にも認知されはじめている。プログラムを通

じて、2012年度までに8カ国（アジア6カ国、アフリカ2カ国）

に13拠点を有するＮＷが構築された（図1）。J-GRIDのミッ

ションは、質の高い研究、技術革新、人材育成、社会還元の4

つである。第2フェーズに入って、微生物学、感染症学、公衆

衛生学などの専門誌に、多くの論文が発表されはじめている

（図2）。

　質の高い研究の例として、大阪大学がタイの研究拠点で

行ったブタ連鎖球菌ヒト感染症の疫学調査がある。タイの北

部では、豚の血や生肉を食べる習慣がある。疫学調査によっ

て、ブタ連鎖球菌ヒト感染症は、毎年700例ほど発生し、致

死率は16%と非常に高いことが分かった。また、肝硬変の患

者に敗血症や腹膜炎を起こす血清型なども明らかとなった

（Emerg. Infect. Dis. 2011；Lancet 2011；PloS One 

2012）。これらの基礎データの蓄積をもとに、タイの厚生大

臣は非常に強いフードセーフティキャンペーンを開始するこ

とができた。

　東北大学は、フィリピンのタクロバン地方で、小児重症肺

炎の入院患者を分析して、それまで関係がないと思われて

いたエンテロウイルス68が、原因のひとつであることを発見

した（Emerg. Infect. Dis 2011）。同様のエンテロウイルス

68感染症が起こっていることが米、欧、日でも明らかになった

（MMWR 2011）。長崎大学は、ベトナムで7万6000世帯

のコミュニティを対象に、人口密度と上水道整備がデング熱

永井 美之
理化学研究所感染症研究ネットワーク推進センター　センター長

—講師略歴—
1965年名古屋大学医学部卒、名古屋大学教授、東京大学教授、国立感染研エイズ研究センター長など
を経て2005年より現職。日本ウイルス学会理事長、国際微生物学連盟副理事長などを歴任。紫綬褒章、
日本学士院賞等を受賞。

講演⑤

我が国の国際共同研究新戦略

―感染症研究ネットワーク推進プログラム―
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の発生リスクに与える影響について調査を行った（PloS 

Med. 2011）。岡山大学は、世界最初の大規模積極的動向

調査を行いインドにおける下痢症の実態を明らかにした

（Gut Path. 2010他）。

　技術革新として、大阪大学は、タイでLAMP法を用いた安

価なコレラの診断技術の開発に成功した。その他にも、ス

マート・アンプやメタゲノム診断などの新しい技術が開発さ

れている。質の高い研究や技術革新によって、現地の研究者

はさまざまな顕彰をいただいている。例えば、ブタ連鎖球菌

ヒト感染症の研究グループの大石和徳PIは、タイの厚生大

臣賞をいただいた。LAMP法の診断技術の主任研究員であ

る岡田和久PIは、タイの王女様より表彰額（plaque）をいた

だいている。このようにJ-GRIDの活動は相手国からも感謝

されている。

　プログラムを通じて、より高い役職に就かれた方が34名

（日本人26名、外国人8名）いるので、人材育成も順調に進

んでいる。また、長崎大学がベトナム拠点を博士課程に正式

に位置づけるなど、J-GRIDは新たな教育プラットフォームと

しても機能している。社会還元として顕著なのは、在留邦人

のための公開講座の開催である。現在、いろいろな国で在

留邦人が増えてきているので、感染症に対する心構えなど

について講演を積極的に行っている。さらに、CRNIDでは、

国内外の会議での講演、サイエンスアゴラなどでの講義、

ホームページ、メールマガジン等を通じた情報発信を精力的

に行っている。

　今後は、海外のネットワークとの連携の強化が重要である

と考えている。例えば、J-GRIDとフランスのパスツール研究

所の海外研究拠点は、アジア地域では、お互いに地理的な

相補性がある（図3）。新設のラオスパスツール研究所（ラオ

ス国立感染症研究所）には国立国際医療研究センター

（NCGM）が独自に寄生虫ラボを開いた。このラボが連携の

インターフェイスとして機能することが期待される。

　ゆえに、それぞれのネットワークが連携し、情報やサンプル

の交換、あるいはジョイント・ミーティングを行うことで、カ

バーできる領域を広げることができる。1つの国だけではな

く他国も含めた財政力でカバー領域を広げるという考え方

を、我 々は「ネットワーキング・オブ・ネットワークス

（Networking of Networks）」と呼んでいる。これは21世

紀型の国際連携スキームとなろう。

　まとめとして、第1フェーズでは、「科学技術外交」のお手本

（事後評価委員会）ともいえる感染症国際研究プラット

フォームが形成された。第2フェーズでは、研究活動の最大

化や人材育成を柱としてきたが、当初の目標はかなり達成さ

れつつあると考えている。今後は、仏・パスツールＮＷ、世界

保健機関（WHO）やわが国の国立感染症研究所との連携

なども強めていきたい。残る2年半は、J-GRIDの恒久的存続

（第3フェーズ）のための準備期間でもある。新しい枠組みを

遅くとも2014年度の初めまでに策定する。
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（図1）
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第 3 回
バイオセキュリティワークショップ
「生物学的脅威に対抗するための
 国 際協力の在り方について」

開催報告

開催日時

開催場所 

2013年1月26日 土曜日

ベルサール九段 Room2

コーディネーター

天野 修司
長崎大学 国際連携研究戦略本部 助教

座長

安田 二朗
長崎大学 熱帯医学研究所 教授

49



50



第 3回バイオセキュリティワークショップ

「生物学的脅威に対抗するための

 国際協力の在り方について」

講演1 バイオセキュリティ向上のための国際協力について　天野修司（長崎大学）

講演2 国際保健規則（IHR）のもとでの情報共有体制　齋藤智也（厚生労働省）

講演3 生物兵器禁止条約をめぐる最近の議論　谷内一智（外務省）

講演4 開発途上国における国際協力事業：公衆衛生基盤強化のための活動　渡辺学（国際協力機構）

総合討論

（表） 第3回バイオセキュリティワークショッププログラム

　バイオテロや自然発生的な感染症のリスクは

地球全体に潜んでおり、アウトブレイクが起きる

と国境を越えて広がる。2005年に改正された国

際保健規則（IHR）は、国際的な広がりが懸念さ

れる公衆衛生上の危機の予防、検知、対応のた

めのコア・キャパシティの保有を各国に求めてい

る。しかし、それを達成している国は、全体のおよ

そ20％に限られている。

　他方、生物兵器禁止条約（BWC）の専門家会

合及び締約国会合（2012～2015 年）の常設議

題には、「国際協力・支援」が含まれており、生命

科学の知識や技術を平和目的で共有するため

の具体的な取組が模索されている。つまり、「国

際協力・支援」は、公衆衛生と安全保障、両方の

コミュニティにとって重要なテーマとなっている。

　本ワークショップは、IHRやBWCについての

最近の議論を踏まえて、公衆衛生や安全保障の

視点を含めた形での国際協力の在り方を検討

するために企画された。プログラムは（表）の通り

である。

　IHRは、国際的な公衆衛生上の緊急事態を

構成する恐れのある全ての事象についての情

報の収集及び伝達を義務付けている。厚生労

働省の齋藤国際健康危機管理調整官には、

IHRのもとでの国内外の情報共有体制と各国に

おけるコア・キャパシティの準備状況について御

解説いただいた。

　BWCは、生物兵器の軍縮・不拡散のための

条約であるものの、第10条には、疾病予防など

平和目的に資する生物学の科学的知見の拡大

及び応用に貢献することが明記されている。外

務省の谷内主席事務官には、BWCの全体像と

「国際協力・支援」の位置づけについて御説明

いただいた。

　日本の国際協力機構（JICA）は、開発途上国

において保健協力や感染症対策支援を行って

きた。JICAの渡辺次長には、国際保健の動向と

JICAの保健分野の関連事業について御紹介い

ただいた。

　総合討論では、産・学・官の関係者77名を交

えて活発な議論が行われた。各講演及び総合

討論での議論は、政策提言の8～10に反映され

ている。

開催の背景

51



　本講演では、発展途上国のバイオセキュリティ向上に資す

る諸外国の国際協力プログラム等について紹介された。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　米国では、テロに用いられる可能性が高いと考えられてい

る82の指定生物剤を対象としてバイオセキュリティ規制が

整備されてきた。2012年10月に発表された連邦公報に

よって、82あるうちの23の指定生物剤がリストから削除さ

れることとなった。一方、SARS（重症急性呼吸器症候群）コ

ロナウイルス、チャパレウイルス、ルジョウイルスが新たに指

定生物剤リストに含まれることとなった。また、意図的な悪用

によって、特に経済や重要インフラ、国民の信頼に大きな被

害や破壊的な影響を与える危険性があるものとして、12の

「第1階層生物剤（Tier 1 Agents）」が選出され、それらを用

いた研究には、さらに厳しい管理体制が求められることと

なった（図1）。

　しかし、兵器化の恐れがある病原体は、世界中の様々な場

所で発生している。図2は、2009年1月から2010年10月と

いう、わずか2年弱のあいだで、82の指定生物剤のアウトブ

レイクが起きた場所を示している。これらの病原体には、炭

疽菌、ペスト菌、口蹄疫ウイルスなど、第1階層生物剤に該当

する病原体も含まれている。図3は、炭疽菌のアウトブレイク

が起きた場所のみを示している。アウトブレイクが起こった

地域で、病原体へのアクセス制限が行われていなければ、そ

れを入手する決意を持ったテロリストを止めることはできな

い。一方で、東南アジア、中央アジア、アフリカなどの地域で

は、科学者が研究を行うための環境が整備されていないと

ころも多くある。そこで重要となるのが「安全保障」と「公衆

衛生」、両方の観点からの国際協力という考え方である。

　その例として、米国の国防総省は、協力的バイオロジカ

ル・エンゲージメント・プログラム（CBEP; Cooperative 

Biodefense Engagement Program）を実施している。こ

のプログラムの柱となるのは、バイオセーフティとバイオセ

キュリティ、バイオサーベイランス、そして共同研究の3つで

ある。2013年度は、「生物兵器として使用されうる特に危険

な病原体の管理の徹底とセキュリティの強化」「特に危険な

病原体の偶発的な漏洩を防ぐための研究施設の安全性の

向上とトレーニング」、「訓練、技術の向上、検知ネットワーク

の改善によるパートナー国の検知、診断、報告システムの強

化」、「もっとも危険な病原体の理解及び認識のための能力

向上につながる共同研究プロジェクトの推進」の4つが目標

とされている。

　CBEPの活動が、特に重点的に行われているのは、旧ソビ

エト連邦諸国である。プログラムを通じて、アゼルバイジャン

では、病原体をモニタリングするための施設が建設された。

グルジアでも、診断やサーベイランス活動を行うための研究

施設が建設されている。また、アゼルバイジャン、グルジア、

カザフスタン、ウズベキスタンなどにある既存の疾病報告シ

ステムを統合したサーベランスネットワークの構築も進めら

れている。CEBPの前身となるプログラムは、ソビエト連邦崩

壊後、大量破壊兵器やその開発に必要な専門知識や技術の

拡散を防ぐための取組のなかで行われていたため、現在も

活動の中心はその地域にある。

　CEBPの活動は、徐々にアフリカや中東にまで広がりつつ

ある。現在、ウガンダ、ケニア、南アフリカなどの国で、研究

施設でのバイオセーフティ及びバイオセキュリティの向上に

資する活動が行われている。また、イラク、パキスタン、アフ

ガニスタンでもプログラムの実施に向けて調整が進められ

天野 修司
長崎大学国際連携研究戦略本部　助教

—講師略歴—
2003年大阪府立大学経済学部卒業。2009年ジョージア工科大学国際関係科学修士号取得。
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所、研究助教を経て、2011年より現職。

講演①

バイオセキュリティ向上のための国際協力について
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ている。CBEPの予算は、2012年度、国防総省の脅威削減

プログラムの予算全体の半分以上を占めている。ソビエト

連邦崩壊直後は、やはり核兵器の脅威の削減というところ

に重点がおかれていたが、現在は、生物兵器の脅威の削減

がより重要な課題となっている。CEBPは、米国自身が、その

重要性を認識してはじめたプログラムであるが、国際保健

規則や生物兵器禁止条約等の国際的な枠組みを踏まえたも

のとなっている。

　英国やカナダも、CBEPと同じようなプログラムを実施し

ている。英国のバイオロジカル・エンゲージメント・プログラ

ムでは、「近代的な診断、感染制御及びサーベイランスのた

めのキャパシティ・ビルディング」、「バイオセーフティ及びバ

イオセキュリティの向上」、「デュアル・ユース生命倫理教育」

などを行っている。カナダのグローバル・パートナーシップ・

プログラム：バイオロジカル・セキュリティでは、「研究所のイ

ンフラの整備や機器及びトレーニングの提供などによる安

全性の向上」、「バイオセーフティ、バイオセキュリティ及びバ

イオコンティンメントのガイドライン、基準、法律等の作成の

サポート」、「サーベイランス及び検知ネットワークの強化」と

いった活動を行っている。

　近年、生命科学の急速な進展に伴って、それが悪用される

リスクも高まっている。そのようなデュアル・ユースの問題も、

グローバルな視点で捉える必要がある。バイオテロ、自然発

生的な感染症、漏えい事故などあらゆる生物学的脅威を人

類共通のものとして、国境を越えた協力体制を構築する。そ

れによって、バイオセーフティ、バイオセキュリティ、デュアル・

ユースといった問題を、それぞれの国が自発的に対処すると

いう安全の文化を醸成することが重要ではないかと考える。
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（図1）

（図2）

（図3）
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　本講演では、IHRのもとで国内外の情報共有体制と各国

におけるコア・キャパシティの準備状況等について解説さ

れた。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　国際保健規則（IHR）は、世界保健機関憲章第21条に基づ

く国際規約であり、その目的は国際交通に与える影響を最

小限に抑えつつ、疾病の国際的伝播を最大限防止すること

である。IHRは、世界保健機関憲章第22条によって、全ての

WHO加盟国が拘束下にある国際法という位置づけになっ

ている。

　IHRでは、原因を問わず、国際的な公衆衛生上の緊急事態

を構成する恐れのある全ての事象（PHEIC：Public Health 

Emergency of International Concern）が報告対象と

なっている。つまり、感染症だけでなく、化学物質や放射線

物質に関する事象も報告する必要がある。「重大な健康被害

を起こす危険性のある事象」「予測不可能、または非典型的

な事象」「国際的に拡大する危険性のある事象」「国際間交

通や流通を制限する危険性のある事象」の4つの基準のう

ち、いずれか2つの事象に該当する場合は、IHRの第6条に基

づき、世界保健機関（WHO）に24時間以内に通告しなけれ

ばならない。

　天然痘、野生型ポリオウイルスに起因する小児マヒ、新種

の亜型を原因とするヒトインフルエンザ、重症急性呼吸器症

候群（SARS）の4つについては必ず通告する必要がある。コ

レラ、肺ペスト、黄熱病、ウイルス性出血熱、西ナイル熱、その

他の特別な国内的もしくは地域的な懸念となる疾病（デン

グ熱、リフトバレー熱、髄膜炎菌性病など）、それ以外の潜在

的に国際的な公衆の保健上の懸念が生じる全ての事象を

通告するかどうかは、附録第二のフローチャートで判断する

ことになる（図1）。

　IHRの第4条は、「国を代表する確実な連絡体制の確保」を

求めている。各国が、国内連絡窓口（NFP：National Focal 

Point）を設けて、WHOも連絡窓口を設けて、24時間対応

することになっている。日本では、健康危機管理対策室が

NFPを担当している。平成9年の厚生労働省健康危機管理

基本指針によって、省内で健康危険情報を共有する体制も

構築されている。同指針のなかで、健康危機管理の定義や

健康危機管理担当部局等における対応、健康危機管理調整

会議の設置が定められている。

　健康危機管理調整会議は、月2回定期的に開催されてお

り、感染症関係、医薬品関係、ときには北朝鮮のミサイル事

案等における厚労省の対応といったことも話題になること

がある。定期的な情報交換の他にも、何か事象があれば関

係部局を集めて対応を確認している。健康危機管理対策室

の重要な役割は、健康危機管理調整会議の開催であるが、

国内外の健康危機管理に関する情報収集、健康危機事例の

調査・分析も行っている。原因が不明な段階でまず動くこと

がコンセプトであり、原因が分かった時点で、例えば感染症

ならば感染症課という形で所管する部局に対応を移すこと

になる。

　国内外の健康危機情報は、保健所、検疫所、国立病院機

構の各病院等、都道府県等、厚生局、労働局、海外関係機

関、国立試験研究機関、研究者から省内関係課を通じて、あ

るいは直接、健康危機管理対策室に集めるというのが基本

的な体制である（図2）。情報収集は、厚生労働省健康危機

齋藤 智也
厚生労働省大臣官房厚生科学課　健康危機管理対策室　国際健康危機管理調整官

—講師略歴—
慶應義塾大学医学部卒、ジョンズホプキンス公衆衛生大学院修士過程修了。慶應義塾大学助教（医学部
熱帯学寄生虫学）を経て平成23年4月より現職。東京工業大学大学院総合理工学研究科連携准教授。

講演②

国際保健規則（IHR)のもとでの情報共有体制

－IHR国内連絡窓口（NFP)の役割－
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管理基本指針に基づいて行われる。既存の法令によって報

告が規定されている事項（感染症・食中毒等）については、規

定のルートで情報伝達が行われる。その他の事態について

は、「国内でのテロ事件発生に係る対応について」等に則し

て情報が提供される。

　PHEICという形で、日本からWHOに通告したのは、

2009年の新型インフルエンザと東日本大震災に伴う原発

事故の2例である。各国から集められたPHEICは、IHR 

Event Information Site（EIS）というウェブサイトで共有さ

れる。その内容は健康危機管理調整会議で適宜報告してい

る。EISには、メディアでも報道されていない情報が出ること

もあり、非常に重要な機能を果たしている。IHRの担当者、

NFPの担当者の能力強化のために、西大西洋地域事務局

（WPR）は、2008年から毎年、「IHR Exercise Crystal」とい

う連絡訓練を行っている。

　IHRは、各国が準備すべきコア・キャパシティについても規

定している。2007年、改正版のIHRが発効されてから2年以

内（2009年まで）に評価、5年以内（2012年まで）に能力を

構築することが目標とされているが、2年間の延長を申請す

ることも可能である。延長申請をしていない75ヶ国のうち

40ヶ国は延長不要の意志を表明している。残りの35ヶ国に

ついては不明である。日本は、2009年に達成済みと報告

し、期限延長を必要としない旨を連絡している。107ヶ国は

延長を申請し、実施計画も提出している。他にも12ヶ国が延

長を申請しているが、実施計画は未提出である。つまり、実

質154ヶ国が、まだコア・キャパシティの達成が難しい状況に

ある。

　自国のIHRコア・キャパシティは、 WHOから提供された

フォーマットで自己評価を行っている。法制度、調整、サーベ

イランス、対応、プリペアドネス、リスク・コミュニケーション、

人材、ラボ、入域地点という9つのコア・キャパシティと人獣

共通感染症、食品安全、化学、放射線の4つが評価項目と

なっている。図3は、WPRの評価状況をまとめたものである。

各国の自己評価であるが、0％や30％といった数字も散見さ

れる。

　WPRは、コア・キャパシティ達成に向けたガイドライン

「Asia Pacific Strategy for Emerging Disease　

(APSED)」を作成している。年に1回、APSEDに関して技術

アドバイザーグループミーティングが行われている。自分も

含めて、WPR地域の各国のNFP担当者が顔を合わせる非

常によい機会になっており、各国が進捗状況などを報告し、

技術諮問委員会（TAG：Technical Advisory Group）から

もアドバイスを受けている。日本からTAGのメンバーに、国

立感染症研究所（感染研）の所長が任命されている。

　厚生労働省としてのコア・キャパシティ強化への貢献は、

WHO（健康危機管理）関連部署への資金拠出、感染研など

からの専門家の派遣、TAG等への参加である。また、やはり

国際協力機構（JICA）を通じた支援は、コア・キャパシティの

強化において重要である。また、IHRのコア・キャパシティ強

化への貢献は、2001年に発足した世界健康安全保障イニ

シアティブの枠組みのなかでも、優先的な活動分野と考えら

れている。
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（図1）
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（図3）

（図2）
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　本講演では、生物兵器禁止条約の概要と関連する議論に

ついて解説された。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　生物兵器は、人を殺すか長期間無力化するために用いら

れる病原微生物及び生物から抽出された毒素である。無差

別かつ大量に人を殺傷できるということで、核兵器、化学兵

器とともに大量破壊兵器といわれている。1925年のジュ

ネーブ議定書によって、生物兵器および化学兵器の戦時使

用が禁止された。しかし、開発・生産・保有は禁止されなかっ

たため、第二次世界大戦が終結するまでに、日本、米国、ソ

連、英国、ドイツ、カナダが生物兵器の開発を行い、冷戦下で

は米国、ソ連、英国、フランスが開発競争を繰り広げたという

歴史がある。

　1960年代末にベトナム戦争で米軍による枯葉剤の使用

があり、国連などの場で生物兵器と化学兵器を全面的に禁

止する動きが盛り上がった。そして、1971年、生物兵器禁止

条約（BWC）が国連決議で採択され、1975年に発効した。

日本は1982年に批准している。BWCによって、生物兵器

の開発が全くなくなったわけではない。例えば、1990年代

半ば、国連イラク特別委員会に対して、イラクは、ボツリヌス

毒素や炭疽菌を製造していたことを報告している。その他、

北朝鮮やシリアなどによる生物兵器の開発・製造も疑われて

きた。

　生物兵器には、原料（生物剤）を入手できれば、簡単な設

備で大量生産（培養）が可能といった特徴があることから、テ

ロによる使用の危険性もあると考える（図1）。技術力、組織

力、資金という観点から、大規模なバイオテロを行うことは

困難であるという指摘もあるが、実際にテロ行為が行われ

た事例はいくつかある（図2）。また、第4世代といわれる遺伝

子操作された病原体の使用も懸念されている。したがって、

生物兵器による攻撃は、米国においても、安全保障上の重

大な脅威の1つとして認識されている。

　BWCの締約国は、166であり、普遍化には、締約国の数

を増やす努力が必要である。条約の履行状況を確認するた

めの運用検討会議は、5年ごとに開催されている。また、毎

年、会期間活動として、専門家会合が夏、締約国会合が冬に

開催されている。BWCの第１条は、平和目的として正当化

できない生物剤、毒素の開発・生産・貯蔵・取得・保有等を禁

止している（図3）。第2条は、発効後9カ月以内の生物・毒素

兵器の廃棄を求めている。第3条は、国、集団、あるいは国際

機関に移転、援助等を行わないこととしている。第4条では、

国内実施の義務が課されており、日本にも法律がある。

　第5条は、問題解決のための締約国のあいだでの相互に

協力・協議についてである。第6条は、他の締約国が義務に

違反している際、国際連合安全保障理事会に苦情の申し立

てができるとしている。第7条は、この条約違反によって、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、援助・支援ができるという規定である。第8

条には、1925年のジュネーブ議定書の義務は依然として有

効であると書かれている。そして、第10条は、特に発展途上

国が重視している条項であるが、生物学の平和利用のため

に国際協力を実施するというものである。

　BWCには、条約遵守の検証手段に関する規定がない。化

谷内 一智
外務省軍縮不拡散・科学部軍備管理軍縮課兼生物化学兵器禁止条約室　首席事務官

—講師略歴—
平成9年東京外国語大学外国語学部卒業、平成11年シカゴ大学社会科学学部国際関係修士、平成12
年ジョージタウン大学外交フェロー。平成9年外務省入省。その後、地球規模問題課、農林水産省、北東
アジア課、アフリカ第一課、経済統合体課兼アジア欧州協力室、在ポーランド大使館、国際協力局政策課
を経て、平成23年より現職。

講演③

生物兵器禁止条約をめぐる最近の議論
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学兵器禁止条約には検証制度があり、査察することが決め

られている。核兵器の分野では、核不拡散条約（NPT）があ

り、核保有国（米国、ロシア、英国、フランス、中国）以外の非

核保有国の原子力活動を査察する国際原子力機関（IAEA）

による保障措置が実施されている。BWCでも、検証制度に

ついての議論があり、1991年、潜在的な検証制度の有効性

についてのレポート「VEREX REPORT」がまとめられた。そ

の流れで1994年にアドホック・グループが設置され、2001

年に統合テキストが各国に提示された。

　統合テキストには、申告や査察について記述されていた

が、米国が反対したため作業は中断された。反対の理由とし

て、生物兵器関連施設と民間研究施設の区別が困難である

こと、商業上の秘密漏洩のリスクがあること、そして先進国

に技術が集中しているため過度の負担を負うことが挙げら

れている。実際、化学兵器禁止条約にも産業査察というもの

があるが、それと比較すると、やはり生物兵器関連施設に必

要な設備や資材には汎用品が多く、また微量の病原体が入

手できれば開発が可能なため、検証制度の立ち上げには難

しいところもある。

　それ以降、国内実施の強化に資する共通理解とそれに基

づく取組の促進を通じて、条約遵守の強化を図る現実的な

アプローチを取るというのが大きな流れとなっている。我が

国の国内実施に関連する法律として、生物兵器禁止条約実

施法がある。その他にも、感染症法（厚生労働省）や輸出貿

易管理令（経済産業省、財務省）などがある。国内実施は、政

府全体で取り組む必要があるので、不定期ではあるが、外務

省の主催で生物兵器禁止条約国内連絡会議を開催してい

る。また、国立感染症研究所の病原体の安全管理に関する

規定や日本学術会議の科学者の行動規範など、関連機関に

よる自発的措置も重要である。

　BWCの第10条にある国際協力の考え方には、発展途上

国と先進国のあいだで違いがある。発展途上国は、公衆衛

生にかかわる支援を要請している。先進国は、BWCはやは

り軍縮不拡散のレジームであって援助のスキームではない

ので、BWCのもとでの支援は、BWC実施を促進することが

必要というのが基本的な認識である。ゆえに、公衆衛生の向

上とBWCの強化の双方に資する支援が重要と考える。具

体的には、感染症サーベイランス等のキャパシティビルディ

ング、実験施設のバイオセキュリティ向上のための技術協力

等である。

　最近の話題として、「国際協力・支援」、「科学技術の進展の

レビュー」および「国内実施強化」の3つの常設議題と、「信頼

醸成措置（CBM）提出促進（2012、2013年）」と「第７条実

施強化（2014、2015年）」の2年間の議題について、次期会

期間活動で検討することが、2011年の第7回運用検討会議

で決定している。信頼醸成措置とは、各国の研究施設や関

連の研究成果を報告するメカニズムであるが、提出率が低い

（2012年66ヶ国、全締約国の33%）ので、これを上げること

が課題となっている。

　その他の生物兵器不拡散の取組として、オーストラリア・

グループ、安保理決議1540号などの国際的枠組みがある。

また、G8のグローバル・パートナーシップにおいても、バイオ

セキュリティが優先4分野の1つとなっている。我が国は、2

国間での無償資金協力や技術協力、あるいは世界保健機関

や国際連合食糧農業機関等のマルチの枠組みを通じて国際

協力を行ってきた。今後、我が国の安全保障及びグローバル

な公益に資する国際協力の推進は、ますます重要になると思

われる。
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（図1）

（図2）

（図3）
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　本講演では、国際保健の動向と国際協力機構（JICA）の

感染症分野の関連事業等について紹介された。　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　2000年、国連ミレニアム・サミットで2015年までに達成

すべき8つのミレニアム開発目標（MDGs; Millennium 

Development Goals）が提唱され、保健分野としては

MDG4「幼児死亡率の減少」、MDG5「母親の健康改善」、

MDG6「マラリア等感染症への取り組み」の3つがあった（図

1）。その後、2001年に同時多発テロが発生し、貧困もテロ

の要因の1つと考えられ、国際的には米国を中心として貧困

対策に焦点が当たり、中でも保健分野が特に重視されるよ

うになった。保健分野への援助額は、近年10年間で世界全

体で4倍近くに伸びている。

　日本の保健分野の援助額は、若干の増加があるものの約

1000億円弱で推移している。これには国際協力機構

（JICA）が行っている無償資金協力、技術協力、円借款、多

国間の枠組みでの三大感染症に対応するための資金、国際

連合児童基金（UNICEF）や世界保健機関（WHO）に拠出

する資金等が含まれている。MDGs達成期限まで5年となっ

た2010年、MDGs国連首脳会合が開催された。それに合

わせて、外務省は、「国際保健政策」をまとめた。当時の管直

人首相も、MDGs国連首脳会合において母子保健やエイズ

などの感染症対策を含む保健分野に2011年から5年間で

50億ドルを拠出すると宣言している。

　JICAの協力は、「人間の安全保障」の理念に基づき、行政

による住民のプロテクションとコミュニティ自身のエンパ

ワーメントの双方向で進めている。「感染症対策」や「母子保

健」などVerticalな取組だけではなく、保健サービスの提

供、保健財政、およびガバナンスなどHorizontalで保健シ

ステムの強化を通じた組織のキャパシティ向上を目指してい

る（図2）。国際機関や他の二国間援助機関等とも緊密な

パートナーシップも構築している。三大感染症、顧みられな

い感染症（NTD）、新興・再興感染症など開発途上国のニー

ズに基づいて対策を行っている。

　ベトナムでは、鳥インフルエンザなど高危険度の病原体を

迅速に診断する体制の構築が必要とされていた。無償資金

協力で国立衛生疫学研究所（NIHE）にBSL-3の実験室を整

備し、2006～2010年まで日本の国立感染症研究所の協

力により技術協力事業を実施し、NIHEのBSL-3実験室の運

用支援を行った。そして国際基準に則したBSL-3実験室の維

持運営管理能力を取得し、科学技術省認定局（BoA）の認定

を受けた。2011年からは、「ベトナム高危険度病原体に係る

バイオセーフティ並びに実験室診断能力の向上と連携強化

プロジェクト」を実施している。

　現行のプロジェクトでは、これまでの協力の成果をもとに

NIHE、ニャチャンのパスツール研究所、タイグエンの衛生学

研究所、ホーチミンのパスツール研究所、省予防医療セン

ター（「省」は、日本の「県」にあたる）のあいだで全国ネット

ワークを構築してきている（図3）。プロジェクトの目標は、バ

イオセーフティ及び実験室診断能力を全国的に強化するこ

とである。対象となる疾病は、インフルエンザ、狂犬病、炭疽、

コレラ、ペスト、リケッチア、ヒストプラズマである。

　エチオピアでは、2つの側面からサーベイランス体制の強

化を図っている。通常は、施設を基点とするサーベイランス

のみが行われているが、感染症は、コミュニティのなかで発

渡辺 学
独立行政法人国際協力機構人間開発部次長

—講師略歴—
1987年東京大学医学系研究科保健学専門課程修了（保健学修士）。国際協力事業団医療協力部、イン
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生するので、そこを基点としたサーベイランスも必要である。

しかし、コミュニティには隠れた症例があり、コミュニティから

保健ポスト、保健センター、そして郡の保健事務所と情報が

共有されていかないといった課題とそれに対するリスポンス

が脆弱であるといった課題がある。そこで、情報をしっかり

上げ、リスポンスするシステムを郡単位で確立すべく活動を

行っている。

　2003年、SARS（重症急性呼吸器症候群）が流行したと

き、JICAはベトナムに緊急援助医療チーム（JMTDR）を派遣

している。緊急援助物資を提供し、院内感染症対策セミナー

を実施した。中国にもJMTDRを派遣し、円借款による感染

症病院と検査機材の整備を行っている。その他、カンボジ

ア、ラオス、モンゴル、ミャンマー、フィリピン、タイ、インドネシ

アにも物資資材を供与した。

　 J I C A は 、地 球 規 模 課 題 対 応 国 際 科 学 技 術 協 力

（SATREPS）を通じて、ケニア、ザンビア、ガーナ、タイ、インド

ネシア、フィリピン、ベトナム、バングラディッシュで感染症対

策を進めている。ケニアのプロジェクトでは、黄熱、リフトバ

レー熱のアウトブレイクに対応するために研究協力を行って

いる。迅速診断技術の開発やサーベイランス機能の強化に

よって、アウトブレイクを検知するためのシステムを整備して

いる。アルボウイルスを基本として、他の病原体も含めた

サーベイランスシステムの構築を目指している。

　5S-KAIZEN-TQMアプローチでは、保健医療施設におい

て5S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）を定着化させることで、業

務環境の改善を行っている。アフリカの開発途上国、ウガン

ダ、エリトリア、ケニア、セネガルなど15ヶ国で活動を行って

いる。5S-KAIZEN-TQMという考え方は、もともとトヨタ自

動の工場で生まれ、米国で概念化された。それが、保健医療

施設の職員のマインドセットを変えるためのツールとなって

いる。
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　日米安全・安心科学技術協力イニシアチブ
（FIS3：U.S.-Japan Framework Initiative 
for a Safe and Secure Society）のもと、
2007年より日米メディカルバイオディフェンス
シンポジウム（日米シンポジウム）が毎年開催
されている。
　これまでテロに用いられる可能性のある病
原体の研究やサーベイランス体制、高度安全
実験施設の稼働などについて、両国を代表す
る科学者および政策担当者が活発な議論を
行ってきた。例年、化学災害や食品安全など
バイオディフェンス以外の重要なテーマにつ
いても取り上げられてきたが、2011年は、福
島県での原子力発電所事故を受けて、核・放
射線による健康被害への医療対応が議題に
上がった。
　本章では、過去5回の日米シンポジウムで
の議論について、米国側が中心となってまと
めた「A Five-Year Review of the U.S.- 
Japan FIS3 Medical Biodefense Research 

Symposium Initiatives」を掲載している。
FIS3についての米国側の見解を知るうえで
貴重な資料といえる。レポートから、日米シン
ポジウムが、米国側にとっても重要な情報共
有の機会となってきたことが分かる。今後は、
日米の科学者による共同研究の実施など、よ
り具体的な協力関係の構築につなげていくこ
とが課題である。
　2013年2月の第6回の日米シンポジウムで
は、将来の脅威に備え、研究者にBSL4 施設
での研究を経験させる必要があるという認識
が、日米の関係者のあいだで共有された。さ
らに、日本の若手研究者に、米国のBSL4施
設で研究する機会を与えるための公式な計
画を策定することが合意された。その実現に
向けて、引き続き、米国の関係者と協議を続
ける必要がある。それと平行し、国内でも予算
措置などの調整を図る必要がある。

「A Five-Year Review of the U.S.- Japan FIS3 
Medical Biodefense Research Symposium Initiatives」
について
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Background

Activities Leading to the U.S.-Japan Medical 
Biodefense Research Symposia
In June 1988, the United States of America (USA) 

and the Government of Japan (GOJ) entered into 

an agreement on cooperation in research and 

development in science and technology (S&T).  

This agreement, signed by President Ronald 

Reagan and Prime Minister Noboru Takeshita, 

was based on the recognition that the two 

countries could derive great benefits through 

cooperative efforts and new scientific knowledge 

would result in new discoveries of great benefit 

to mankind.  Both countries agreed to work 

together and share information on a variety of 

subjects of national importance including the 

sharing of government-supported basic and 

applied research information in life sciences 

i n c l ud i ng  b i o t echno logy .   Coope ra t i on 

encouraged establishment of world-class research 

and development facilities at universities and 

national research institutions.  Visitations, joint 

research projects,  education and training 

opportunities were a part of the established 

agenda.   With the rise in global terrorism and the 

continuing concerns with preparedness and 

response to natural disasters, both the United 

States and Japan agreed on extending the spirit 

of cooperation to a common goal of maintaining 

a “secure and safe society” in both countries.  

 In February 2004, the “1st Japan-U.S. Workshop 

on Science and Technology for A Secure and Safe 

Society” was held in Tokyo, Japan.   This 

conference was designed to identify high priority 

areas in S&T and to establish a “framework” for 

identifying and pursing common areas of interest.  

This effort became known as the “Fundamental 

Initiatives for a Safe and Secure Society,” or 

“FIS3.”  The Japanese delegation was headed by 

Mr. Tateo Arimoto, Director-General of the 

Science and Technology Bureau in the Ministry of 

Educat ion ,  Cu l tu re ,  Spor ts ,  Sc ience  and 

Technology (MEXT).  Representatives from the 

Cabinet Office (CAO), the Ministry of Foreign 

Affairs (MOFA), the Ministry of Health, Labor and 

Welfare (MHLW), the National Police Agency 

(NPA), the Ministry of Economy, Trade and 

Industry (METI), the Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries (MAFF) and the Ministry of 

Justice (MOJ).  

The U.S. delegation was headed by Dr. George H. 

Atkinson, S&T Adviser to the Secretary of State.  

Other U.S. participants included the Office of 

Science and Technology Policy (OSTP), the 

Department of Homeland Security (DHS), the 

Department of Agriculture (DOA), the Department 

of Health and Human Services (DHHS), the 

National Science Foundation (NSF), the National 

Academy of Science and U.S. Embassy staff.  Initial 

A Five-Year Review of
The U.S.- Japan FIS3 Medical Biodefense Research 
Symposium Initiatives
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areas of interest included infectious disease, 

agriculture and food safety, infrastructure 

protection, security at the border and transport 

security, critical information protection, and 

counter-crime and counter-terrorism.  The need 

for basic and long-term research was clearly 

evident in all areas, but it was uncertain how the 

process of cooperation would proceed.  The 

National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases (NIAID) was invited to be an active 

participant representing HHS, because of its 

development of strategic plans and efforts in 

biodefense research and medical product 

development.

In March 2005, the “2nd U.S.-Japan Workshop on 

S&T for a Secure and Safe Society” was held, this 

time in Honolulu, Hawaii.  Dr. Atkinson again 

headed the U.S. delegation with many of the same 

U.S. agencies and departments represented.   The 

Japanese delegation was headed by Mr. Naoki 

Murata, the relatively new Director-General of 

MEXT, and participating again were many of the 

same Japanese governmental agencies, to include 

MEXT and MHLW.  The Japan Science and 

Technology Agency (JST) and National Institute of 

infectious Diseases (NIID) also attended the 

meeting.   Dr. Ernest Takafuji from NIAID, a 

participant in the previous conference in Tokyo, 

presented an overview of the National Institutes 

of Health (NIH) investments and programs in 

medical biodefense research.   MHLW and MEXT 

both expressed a specific interest in desiring to 

engage more actively with NIH.

In October 2006, the “3rd Workshop on the U.S.-

Japan Framework Initiative for a Safe and Secure 

Society” was held in Honolulu, Hawaii.  Dr. 

Atkinson again led the U.S. delegation and Mr. 

Akira Yoshikawa, Deputy Director General of 

MEXT headed the Japanese delegation.  Progress 

updates were delivered at this meeting, to include 

information on visitations and plans for the future.  

The conference was divided into three breakout 

areas :  b iodefense research ,  t ra in ing and 

education; information security and infrastructure 

protection (modeling and simulation); and 

counter-crime and counter-terrorism.  Dr. Takafuji 

again participated, focusing on the area of 

biodefense research, training and education.  He 

presented plans for a new U.S.-Japan biodefense 

research symposium initiative.  NIAID would serve 

as the host for a conference during the following 

year and would invite other U.S. government 

agencies to participate, to include appropriate 

offices and institutions within the Department of 

Health and Human Services (DHHS) engaged in 

readiness and response.  Keio University, NIID, 

MEXT and MHLW wou ld  be  the  p r imary 

participants from Japan.

1st�U.S.-Japan�Medical�Biodefense�Research�&�Bioterrorism�Symposium� (2007),�
Arlington,�Virginia

On June 11-13, 2007, U.S. and GOJ convened at 

the 1st U.S.-Japan Medical Biodefense Research & 

Bioterrorism Symposium at the Crystal City 

Marriott Hotel in Arl ington, Virginia.  The 

symposium was hosted by NIAID, the primary 

institute at the NIH engaged in biodefense 

research.  This meeting was a deliberate effort to 

establish a bilateral forum to discuss medical 

biodefense issues of greatest concern and to 

explore future opportunities for information 

71



sharing, research collaboration and public health 

response to both manmade and natural disasters.  

Key U.S. institutions, organizations and individuals 

participating in this meeting included NIAID and 

NIH representatives with a specific interest in 

biodefense; the Office of the Assistant Secretary 

for Preparedness and Response (ASPR), Centers 

forisease Control and Prevention (CDC), Food and 

Drug Administration (FDA), the Department of 

Defense (DOD), Office of Science and Technology 

and Policy (OSTP) and the Department of State 

(DOS).  Japan was well-represented by Keio 

University (Global Security Research Institute), 

MEXT, MHLW, NIID, and representatives from the 

Japan Embassy in the U.S.

It should be noted that this new biodefense-

oriented meeting was viewed as a different 

collaborative research effort from the U.S.-Japan 

Cooperative Research Medical Sciences Program 

(USJCMSP) between NIAID and the Government 

of Japan focused on specific endemic infectious 

disease conditions and nutrition and basic science 

issues, such as immunology, that had been going 

on for many years.  

The agenda included a wide array of topics: 

government-supported biodefense research and 

public health response to bioterrorist incidents; 

response and recovery initiatives and concerns; 

the use of  medical  products used dur ing 

emergency situations; infrastructure support 

during bioterrorist incidents; visitation and training 

of scientists working in medical research facilities; 

laboratory infrastructure; laws and regulations 

pertaining to infectious diseases; and public 

health policies dealing with terrorism; and 

international ethics codes of conduct among 

scientists.  Specific threats and countermeasures 

in development were also discussed, such as 

e f fo r t s  w i th  anthrax  and botu l i sm.   The 

countermeasures included discussion on vaccines, 

ad j u van t s  t o  enhance  immunogen i c i t y , 

monoclonal antibodies, and improved delivery 

systems for immunization.  Presentations included 

information on how the Ministry of Defense and 

the Self-Defense forces would work together in 

an emergency and how the U.S. would also cross-

utilize resources.  Research efforts with smallpox 

and other orthopoxviruses, to include efforts with 

the LC16m8 smallpox vaccine were presented, as 

well as information on disease surveillance and 

reporting requirements and a wide range of 

ventures with medical diagnostics.  A presentation 

by CDC discussed areas of engagement with 

highly pathogenic viruses (filoviruses, arenaviruses, 

bunyaviruses, paramyxoviruses, and hantaviruses) 

and the Vaccine Research Center at NIAID 

discussed ongoing research on an ebola vaccine.  

CDC a l so  presented in fo rmat ion  on  the 

Laboratory Response Network and encouraged 

Japanese participation.  Information on NIAID’s 

investment in high containment laboratories was 

also presented.

This initial symposium was viewed as highly 

successful and provided the basis for many future 

presentations of high interest.  The sharing of 

information and the development of professional 

lines of communication in research would provide 

the basis for many future discussions on topics of 

common interest.
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2nd�U.S.-Japan�Medical�Biodefense�Research�and�Bioterrorism�Symposium�(2008),�
Honolulu,�Hawaii

The 2nd U.S.-Japan Medical Biodefense Research 

and Bioterrorism Symposium convened on 

September 15-17, 2008 at the Hilton Hawaiian 

Village in Honolulu, Hawaii.  This conference 

continued the ongoing efforts between U.S. and 

the GOJ begun several years ago to establish a 

medical biodefense research and public health 

forum addressing bioterrorism.  The agenda 

established at the 1st U.S.-Japan Medical 

Biodefense Research and Bioterrorism Symposium 

was expanded to include additional topics of 

interest to both the U.S.-Japan government.  

Interest remained high on evolving biological 

agents, so more information was presented on 

ongoing research with viral pathogens.  More 

information was provided on disease surveillance 

activities in both countries as well as information 

on training opportunities.  Information was shared 

on drug approval processes (FDA for the United 

States and the Pharmaceuticals and Medical 

Device Agency for Japan and MHLW’s key roles).  

Readiness and response plans in Japan were 

presented that include analysis for chemical 

agents.  The issue of biosecurity and dual use 

research and the advisory role of the National 

Science Advisory Board on Biosecurity were also 

on the agenda.  Emergency Use Authorization, 

wh ich  fac i l i ta tes  the  use  o f  drugs  in  an 

emergency, and medical licensure of products 

was presented by FDA, as wel l  as issues 

pertaining to intellectual property.

Current and future plans with different medical 

biocontainment laboratories were presented and 

openly discussed.  Processes critical to improving 

the developmental cycle of medical products 

were addressed for both vaccines and drugs, 

along with what steps are necessary to prepare 

and procure medical countermeasures (MCM’s) 

in the event of a bioterrorist attack. 

New challenges in developing an international 

biodefense online computer network were 

identified, many of which are just beginning to be 

addressed.  These include developing multilingual 

databases ,  bu i ld ing  a  shared syndromic 

surveillance system, and updating and validating 

i n f o r m a t i o n  i n  r e a l  t i m e  t o  i m p r o v e 

communication and cooperation across various 

government and international agencies.  

The U.S. and Japan agreed to continue visitation 

and training programs for scientists in the areas of 

biodefense-related S&Ttechnology.  New areas 

were explored in the roles and responsibilities of 

medical and public health and law enforcement 

authorities in responding to a suspected terrorist 

incident. 

Like the first symposium, the 2nd U.S. Japan 

Medical Biodefense Research and Bioterrorism 

Symposium was considered a resounding success 

by promot ing a wor ld -c lass  exchange of 

information and ideas.  The forum provided time 

for both formal and informal discussions between 

scientists and program managers, and led to an 

improved understanding of common biodefense 

priorities and challenges.  The FIS3 has provided 

an excellent mechanism to continue medical 

research and enhance public health discussions 

and collaborations.
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3rd�U.S.-Japan�Medical�Biodefense�Research�and�Bioterrorism�Symposium�(2009),�
Tokyo,�Japan

The 3rd FIS3 meeting occurred in October 13-15, 

2009 Tokyo, Japan.  Signi f icant progress, 

especially with the sharing of information and 

ideas, within FIS3 framework has proven very 

successful. The plans for the 3rd iteration 

reaffirmed the importance of mutual promotion of 

information and discussion sharing opportunities 

at various settings, recognizing the importance of 

further practical human resource exchange for 

training and research collaborations.  

This meeting in Tokyo allowed the U.S. and GOJ 

to continue our discussions on infectious diseases 

and emergency response but also extend its 

information shar ing to areas beyond just 

infectious diseases.  A presentation was made on 

the medical chemical defense efforts in defense 

and lessons learned from the Sarin gas attack in 

the Tokyo subway.  That was well-received by the 

U.S. delegation who could appreciate potential 

scenerios that can happen during a terrorist 

event.  The site visits to the research facilities in 

the Tokyo area and the site visit to the Self-

Defense Central Hospital built to withstand 

earthquakes of high magnitude was impressive.  

Plans for future collaborations were emphasized 

with the reality of political challenges and recent 

public health threats established.  Information 

sharing on specific threats and development of 

concer ted  e f fo r t s  to  address  them was 

encouraged.  International capacity development 

was a consensus between both countries with an 

emphasis on BSL-4 facilities and laboratory 

network strengthening.  Each country agreed that 

future FIS3 agenda planning should take into 

consideration the current and future priorities in 

accordance with changes in biodefense and 

biosecurity issues.  Through a formal agreement, 

biodefense procedures between the U.S. and 

Japan are focused in a more progressive manner 

to optimize the outcome of development.  These 

efforts are explored for broad-based areas of 

continued collaborative efforts that will include 

food security issues and will continue to cover 

possible health security aspects such as chemical, 

radiological, nuclear and explosive threats.

Consideration was also given for consideration of 

a more expanded tr i - lateral  col laborat ive 

arrangement between the United Kingdom, U.S. 

and Japan.  This would require more careful 

thought because it could be viewed as extending 

beyond FIS3 between the U.S. and GOJ.   More 

defined threat definitions are being explored with 

several sensitive agents as well as using broad-

based strategies.  Some of these strategies include 

broad-based therapeutics against agents and 

drugs targeting innate immunity in the host.  Since 

the symposium in 2004, there has been emphasis 

on maintenance of important infrastructure, and 

social mechanisms and their direct impact on 

threat assessments.  The U.S.-Japan meetings has 

since recognized the value of education and 

training for the general public and scientific 

societies for capacity development and efficient 

risk and crisis communication with respect to 

specific background in societies.  The main goal of 

risk awareness promotion and communication 

programs/activities is to strengthen with strategic 

stratification of countermeasures for different 

social subgroups with attention to diverse 

communication channels.
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4th�U.S.-Japan�Medical�Biodefense�Research�and�Bioterrorism�Symposium�(2010),�
Bethesda,�Maryland

The 4th U.S.-Japan symposium convened on 

October 25-27, 2010 at the Hyatt Regency Village 

in  Bethesda,  Mary land.   Th is  conference 

continued the ongoing effort between U.S. and 

the GOJ begun years ago to establish a medical 

biodefense research and public health forum 

addressing bioterrorism. The agenda established 

at the 1st U.S. -Japan Medical Biodefense 

Research and Bioterrorism Symposium and 

continued through subsequent conferences was a 

large part of the agenda.   New issues such as 

food safety concerns, outbreak prevention, and 

BSL3 and BSL4-based research and operational 

concerns were added to the agenda and 

discussed in detail.

The 2010 U.S . -Japan Medical  B iodefense 

Research Symposium was another successful 

exchange of information and ideas.   Both 

delegations exchanged important information on 

medical biodefense and biosafety research, and 

discussed appropriate strategies for promoting 

national and international preparedness in 

response to terror ist  incidents and other 

emergencies.

The 4th symposium featured comparative 

dialogues regarding new therapeutics and up-to-

date research presentations covering important 

areas of biodefense, food safety, viral hemorrhagic 

fever therapeutics, chemical and radiological 

countermeasures and public health emergency 

management systems.  Specific chemical threats, 

such as cyanide, were discussed, as well as 

additional information on the Tokyo subway 

experience involving the terrorist group Aum 

Shinrikyo.  The importance of maintaining a 

national stockpile system in order to minimize 

casualties and limit the spread of disease within 

and between countries was discussed as an 

important part of emergency preparedness, which 

potential licensing agreements can improve in the 

future. 

Visitations to NIAID’s Integrated Research Facility 

(IRF) at Fort Detrick proved to be very informative 

to the Japanese delegation.  An invitation was 

extended to engage in collaborative research at 

the IRF. Special arrangements were also made for 

the visitors to spend time at the U.S. Army 

Medical Research Institute of Infectious Diseases 

(USAMRIID) next door to the IRF.   The visit there 

enabled Japanese scientists and program 

managers the opportunity to see the partnership 

developed between HHS and DOD in basic 

research against the pathogens of greatest 

concern and also the coordinated effort in 

product development that could potentially 

benefit military and civilian patients.  Information 

was shared on the management of high level 

biocontainment facilities.
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5th�U.S.-Japan�Medical�Biodefense�Symposium�(2011),�Bethesda,�Maryland

The  5 th  U .S . - Japan  Med ica l  B iode fense 

Symposium convened on November 1-3, 2011 at 

the Hyatt Regency Hotel in Bethesda, Maryland.  

This conference represented a continuation of 

activity by the U.S. Government and the GOJ that 

has provided a bilateral science and technology 

medical research forum to discuss and share 

information on natural ,  accidental and/or 

manmade public health issues impacting national 

security. 

A special presentation by the Assistant Secretary 

of Health and Human Services for Preparedness 

and Response was on the agenda.  Special 

commendations were made for Japan’s efforts in 

data collection following manmade and natural 

disasters and their desire to continue a strong 

collaborative research effort.  The first day 

provided more information on the U.S.’s research 

investments against chemical threats.  Information 

on NIAID’s research effort focused on ionizing 

radiation threats were also presented, to include 

surveillance partnerships that were in place with 

Japan.  The Fukushima-Daichi Power Plant 

tragedy was discussed along with strategies in 

responding to such disasters, to include the 

importance of risk communication to the public.  

The perceived health issue of low-level radiation 

exposure was presented and discussions ensued 

regarding the significance of exposures.  The 

consensus on both U.S. and Japanese scientists 

was the health risk of low-level exposure was 

insignificant.  The second day of the meeting 

included updates on infectious disease research.  

One important point that was made was that 

SBIRs (Small Business Innovation Research) 

awards  are  ord inar i l y  open on ly  to  U .S . 

investigators, but Japanese scientists and 

institutions can still partner with U.S. contacts and 

compete for such awards as a research sub-

partner.  Most other grants and contracts are 

open to direct competition.   

Since much time was spent on chemical and 

radiation at the last two meetings, it was agreed 

upon in the summer of 2012 that the next 

symposium would convene at the NIAID Rocky 

Mountain Laboratory in Montana and only focus 

on highly pathogenic viruses.  Plans were 

developed for such a meeting, but it had to be 

cancelled at the last moment due to continuing 

wildfires in the forests of Idaho and Montana.  

Therefore, a second plan was made to hold the 

6th U.S.-Japan Medical Biodefense Symposium in 

Nagasaki, Japan, with a site visit to Kuamoto 

(location of Kaketuken, developer of the LC16m8 

vaccine).  This symposium is planned for February 

2013.
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Conclusion

The U .S . - Japan F IS3 -assoc ia ted  med ica l 

biodefense symposia have been beneficial to the 

U.S. and GOJ.  Such conferences are strongly 

supported by both governments and provide an 

invaluable forum to discuss and share research 

findings and ideas, as well as discuss readiness 

postures to an untoward event that threatens 

natural  secur i ty .   From a terror ist  threat 

perspective, the meetings have allowed two 

strong allies to share information openly and also 

in a spirit of working closely together on common 

goals.  The concerns that remain important are 

how to deal with the policies and procedures, as 

well as early detection methodologies that 

quickly and accurately detect natural or manmade 

disasters.    

  Through these programs, an effort of sharing of 

experiences and lessons learned can only benefit 

future investments and the overall research 

programs of both nations.  The training and 

educational opportunities have not been fully 

explored and remain another area for future 

discussion.  It is hoped that the continued interest 

in topics, such as hemorrhagic fever viruses, will 

continue to be on the agenda of future programs 

as they continue to be emerging viral concerns.  

The events of March 11, 2011 in Japan with an 

undersea earthquake resulting in a tsunami 

followed by a radiation catastrophe demonstrate 

the uncertainty of future calamities.  Such events, 

combined with actual terrorist attacks to both the 

United States and Japan over the past several 

years only heighten the need for national 

a w a r e n e s s  a n d  p r e p a r e d n e s s .   S t r o n g 

collaborative programs based on S&T sharing and 

trust, such as what has developed with this 

program, can only be viewed in a positive 

manner.  
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背景

日米メディカルバイオディフェンスシンポジウムに
至る活動
　1988年6月、アメリカ合衆国政府と日本国政府は、科学

技術分野での研究開発協力に合意した。この合意は、日米

両国の協力関係が大きな利益を生み、新たな科学的知見が

人類に多大な利益のある発見をもたらすという認識の下、

当時のRonald Reagan大統領と竹下登首相によって署名

された。両国は、バイオテクノロジーなどライフサイエンス分

野における政府助成の基礎研究・応用研究の情報共有をは

じめ、さまざまな国家的重要課題について協力して取組、情

報を共有することに合意した。協力体制の下、大学や国立研

究所では、世界トップクラスの研究開発施設の設立を後押し

することになった。協議事項として挙がった主なものは、視

察、共同研究プロジェクト、教育・研修の機会だった。世界的

なテロの頻発や自然災害への備え・対応をめぐる懸念を受

け、日米両国は、双方における「安全・安心社会」の維持とい

う共通の目標に向け、協力の精神を発揮することに合意し

た。

　2004年2月、「第1回日米安全・安心な社会に資する科学

技術に関するワークショップ」が東京で開催された。この会

議は、科学技術の中でも優先度の高い分野を明らかにする

とともに、共通する関心テーマの特定・追求の枠組みを確立

することが目的だった。この取組が「安全・安心科学技術協

力イニシアチブ」（Framework Initiative for a Safe and 

Secure Society：FIS3）として知られている。日本側責任者

は、有本建男文部科学省科学技術・学術政策局長だった。代

表団は、内閣府、外務省、厚生労働省、警察庁、経済産業省、

農林水産省、法務省の担当者で構成された。

　米国側代表団の責任者は、国務省国務長官付科学技術

顧問（Science & Technology Adviser to the 

Secretary of State）のGeorge H. Atkinson博士だっ

た。そのほか、科学技術政策局（Office of Science and 

Technology Policy）、国土安全保障省（Department of 

Homeland Secur ity）、農務省（Department of 

Agriculture）、保健福祉省（Department of Health and 

Human Services）、国立科学財団（National Science 

Foundation）、米国科学アカデミー（National Academy 

of Science）、米国大使館職員の代表が参加した。最初の

関心テーマとして、感染症、農業と食の安全、インフラ保全、

国境の安全保障、輸送の安全保障、重要情報の保護、犯罪

対策、テロ対策などが挙がった。いずれの分野でも、長期に

わたる基礎研究の必要性は明らかだったが、協力の進め方

については不明だった。バイオディフェンス研究や医薬品開

発における戦略計画の策定や取組を行っている国立アレル

ギー感染症研究所（National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases：NIAID）にも、保健福祉省を代表す

る有力メンバーとして参加を呼びかけた。

　「第2回日米安全・安心な社会に資する科学技術に関する

ワークショップ」は、2005年3月にハワイ州ホノルルで開催

された。米国代表団の責任者は再びAtkinson博士で、他の

メンバーも多くが前回と同様の省庁の担当者だった。日本

側代表団は、就任まもなくの村田直樹文部科学省科学技

術・学術総括官が責任者を務め、他の参加メンバーは文部

科学省、厚生労働省など、前回同様の政府機関が多かった。

科学技術振興機構と国立感染症研究所（NIID）も参加した。

会議では、前回の東京開催時に参加したNIAIDのErnest 

Takafuji博士が、メディカルバイオディフェンス研究に関し

て米国国立衛生研究所（National Institute of Health：

日米 FIS3

メディカルバイオディフェンスシンポジウム

5 年間の活動レビュー（日本語訳）
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NIH）が行っている投資とプログラムについて概要を説明し

た。厚生労働省と文部科学省は、どちらもNIHとの連携を強

化したいという関心を具体的に示した。

　「第3回日米安全・安心な社会に資する科学技術に関する

ワークショップ」は、2006年10月にハワイ州ホノルルで開催

された。米国代表団の責任者は再びAtkinson博士で、日本

代表団の責任者は吉川晃文部科学省の科学技術・学術総

括官が務めた。この会合では、最新の進捗状況が報告され、

視察に関する情報や今後の計画についても触れられた。会

議は「バイオディフェンスの研究・研修・教育」「情報セキュリ

ティとインフラ保全（モデル化、シミュレーション）」「犯罪対

策・テロ対策」の3テーマの分科会で進められた。この回も

Takafuji博士が参加し、「バイオディフェンスの研究・研修・

教育」のテーマに参加した。Takafuji博士は、新たな日米バ

イオディフェンス研究シンポジウムの計画を説明した。翌年

の会議はNIAIDがホスト役を務め、他の米国政府機関に参

加を要請するとともに、保健福祉省内のしかるべき部門や研

究所に準備・対応を呼びかけることになった。日本側からは

慶應義塾大学、NIID、文部科学省、厚生労働省が中心と

なって参加することになった。

第1回日米メディカルバイオディフェンス研究・バイオテロリズムシンポジウム（2007年）
開催地：バージニア州アーリントン

　2007年6月11日から13日まで、日米両国は、バージニア

州アーリントンのクリスタルシティ・マリオット・アット・レーガ

ン・ナショナルエアポートにて「第1回日米メディカルバイオ

ディフェンス研究・バイオテロリズムシンポジウム」を開催し

た。シンポジウムのホスト役は、NIHにおけるバイオディフェ

ンス研究の中心機関であるNIAIDが担った。今回の会議

は、特に大きな懸念となっているメディカルバイオディフェン

スの問題について話し合い、人為災害と自然災害の情報共

有、共同研究、公衆衛生対策の可能性を探るため、二国間協

議の場を設けることが目的であった。今回の会議に参加した

米国側の主な研究所、組織、個人には、バイオディフェンスに

特に関心を寄せているNIAIDとNIHの担当者のほか、事前

準備対応次官補局（Office of the Assistant Secretary 

for Preparedness and Response ）、疾病管理予防セン

ター（Centers for Disease Control and Prevention：

CDC）、食品医薬品局（Food and Drug Administration：

FDA）、国防総省（Department of Defense）、科学技術

政策局（Office of Science and Technology and 

Policy）、国務省（Department of State）が名を連ねた。

日本側からは慶應義塾大学（グローバルセキュリティ研究

所）、文部科学省、厚生労働省、NIID、駐米日本大使館の担

当者が参加した。

　NIAIDと日本政府の間では、特定の風土性感染症の症

状や栄養状態、免疫学などの基礎科学的な課題につい

て、長年にわたって日米医学協力計画（U.S . - Japan 

Cooperative Research Medical Sciences Program）

が進められてきたが、今回のバイオディフェンスをテーマとす

る新たな会合は、日米医学協力計画とは別の研究協力活動

と位置づけられた点に注意されたい。

　協議では幅広い事項が取り上げられた。具体的には、政

府助成のバイオディフェンス研究とバイオテロ事件への公

衆衛生対策、対策・復旧の取組と懸案事項、緊急事態での医

薬品の使用、バイオテロ事件の際のインフラ支援、医学研究

機関に従事する研究者の視察・研修、研究所のインフラ、感

染症に関する法律・規制、テロに関連する公衆衛生政策、研

究者間における国際的な行動倫理規範などである。炭疽菌

やボツリヌス菌をめぐる取組など、具体的な脅威と開発段階

にある対応策についても協議された。具体策としては、ワク

チン、免疫原性を高める補強剤、モノクローナル抗体、ワクチ

ン送達システムの改良が挙げられた。緊急時の防衛省と自

衛隊の連携のあり方や、米国の異なるリソースの利用方法

に関するプレゼンテーションも行われた。天然痘ワクチン

「LC16m8」の取組をはじめ、天然痘などオルソポックスウイ

ルス属の研究活動のほか、疾病監視・報告要件、診断方法に

関するさまざまな取組に関する情報も発表された。CDCに

よるプレゼンテーションでは、高病原性ウイルス（フィロウイ

ルス、アレナウイルス、ブニヤウイルス、パラミクソウイルス、

ハンタウイルス）と関わりのある分野を取り上げ、NIAIDのワ
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クチン研究センター（Vaccine Research Center）は、エボ

ラウイルスワクチンの研究状況を取り上げた。CDCは、研究

所対策ネットワーク（Laboratory Response Network）に

関する情報も発表し、日本側の参加を呼びかけた。NIAIDの

高度封じ込め施設に対する投資についても取り上げられ

た。

　第1回のシンポジウムは大成功を収めたと考えられ、主な

関心テーマに関する以後のさまざまなプレゼンテーションの

礎となった。研究における情報共有と専門家同士のネット

ワークづくりによって、共通の関心事項に関する今後の論議

の基盤が整ったであろう。

第2回日米メディカルバイオディフェンス研究・バイオテロリズムシンポジウム（2008年）
開催地：ハワイ州ホノルル

　「第2回日米メディカルバイオディフェンス研究・バイオテロ

リズムシンポジウム」は、2008年9月15日から17日にかけ

てハワイ州ホノルルのヒルトン・ハワイアン・ビレッジにて開

催された。この会議では、バイオテロをテーマとするメディカ

ルバイオディフェンス研究と公衆衛生に関する議論の場の

設置に向けて、数年前から日米間で進めてきた取組が継続

された。「第1回日米メディカルバイオディフェンス研究・バイ

オテロリズムシンポジウム」で決まった協議事項が拡大さ

れ、新たに日米両政府が関心を寄せるテーマが加えられた。

進化する生物剤については、依然として関心が高く、ウイル

ス病原体の継続的な研究について詳しい情報が発表され

た。両国の疾病監視活動や研修機会についても詳しく紹介

された。医薬品承認過程（米国はFDA、日本は医薬品医療

機器総合機構と厚生労働省の基本的な役割）に関する情報

が共有された。化学剤の分析も含めた日本の準備・対応計

画が紹介された。バイオセキュリティやデュアルユース研究

の問題、バイオセキュリティ国家科学諮問機関（National 

Science Advisory Board on Biosecurity）の役割も議

題に上った。緊急時の医薬品使用を円滑化する緊急時使用

許可と、医薬品の承認審査制度のほか、知財に関する問題

点についても、FDAから説明があった。

　生物学的封じ込め施設の現行計画と将来計画が発表さ

れ、率直な議論が交わされた。ワクチンと医薬品の双方につ

いて、開発サイクルの改善に欠かせないプロセスに加え、

万一のバイオテロ攻撃の際の医療対応の準備・調達に必要

な手順が明らかにされた。

　バイオディフェンスの国際的なオンラインネットワークをつ

くるにあたっての新たな課題が明らかにされた。その多くは、

まだ対応が始まったばかりである。具体的には、多言語対応

データベースの開発、共有型の症候群監視システムの構築、

政府機関や国際機関の間の意思疎通・協力の改善に向けた

リアルタイムの情報更新・検証などが挙げられる。

　日米両国は、バイオディフェンス関連科学技術の諸分野

における研究者の視察・研修プログラムの継続に合意し

た。また、新たな分野として、今後のテロ事件発生に備え、

医療・公衆衛生当局、法執行当局の役割と責任についても

検討された。

　「第2回日米メディカルバイオディフェンス研究・バイオテロ

リズムシンポジウム」は、第1回と同様に、世界レベルでの情

報交換や意見交換を促進して大成功を収めたと考えられ

る。研究者とプログラム管理者の公式・非公式の話し合いの

場も用意され、バイオディフェンスに関わる共通の優先事項

や課題について理解を深める機会となった。FIS3は、医学研

究を継続し、公衆衛生の議論や協力体制を強化するうえで、

優れた仕組みとなっている。
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第3回日米メディカルバイオディフェンス研究・バイオテロリズムシンポジウム（2009年）
開催地：東京

　FIS3の第3回会議は、2009年10月13日から15日にか

けて東京で開催された。FIS3の枠組みの中で、特に情報共

有や意見交換に関して大きな進展が見られ、大成功を収め

た。今回は、共同研修・共同研究の実際的な人材交流を進め

ることが重要との認識の下、さまざまな状況において情報や

議論の共有を相互に促進する大切さが改めて確認された。

　会議では、日米両政府が今後も感染症や危機対応の議論

を続けるだけでなく、情報共有の範囲を感染症以外の分野

にも拡大することが決められた。化学防護の取組や地下鉄

サリン事件の教訓に関するプレゼンテーションが行われ、テ

ロ事件で起こり得るシナリオだけに、米国代表団の関心は高

かった。東京エリアにある研究施設の視察や、大地震にも耐

えられる構造の自衛隊中央病院の視察も注目を集めた。政

治的な課題や昨今の公衆衛生面での脅威の実態に関して、

将来の協力計画が強調された。具体的な脅威に関する情報

共有やこうした脅威に対応するための協調体制づくりが奨

励された。国際的な体制づくりについては両国のコンセンサ

スが得られ、特にバイオセーフティーレベル（BSL）4の施設や

研究所ネットワークの強化が強調された。将来のFIS3協議

の計画では、バイオディフェンスやバイオセキュリティをめぐ

る課題の変化に応じて、現行の優先事項や将来の優先事項

を考慮することで日米それぞれが合意した。この正式合意に

よって、日米間のバイオディフェンスの手法は、開発結果を

最大限に活用するために、もっと踏み込んだ形にすることに

なった。こうした活動を検討する狙いとしては、幅広い分野

での継続的な協力体制づくりが挙げられ、今後、食品安全

保障問題も対象となるほか、化学、放射線、核、爆発物の脅

威など、健康安全保障のさまざまな分野も引き続き対象とし

ていくことになる。

　また、英国・米国・日本の3国間協力体制の拡大も検討事

項となった。これは日米間のFIS3の枠組みを超えることにな

るため、今後、熟慮が必要となる。慎重な取り扱いが求めら

れるいくつかの生物剤や幅広いストラテジーの使用につい

ては、これまで以上に詳しい脅威の定義付けも検討されてい

る。こうしたストラテジーには、生物剤に対するさまざまな治

療法、宿主の先天免疫をターゲットにする医薬品などが挙げ

られる。2004年のシンポジウム以来、重要インフラの保全

のほか、社会的な仕組みやこれが脅威評価に直接与える影

響が強調されてきた。この日米シンポジウムでは、各社会の

背景を踏まえた、能力開発や効率的なリスク・危機コミュニ

ケーションのための一般市民や研究者向けの教育・研修の

重要性を認めている。リスク認識の促進とコミュニケーショ

ンプログラム・活動がめざす主な目標は、社会を構成する各

集団を対象に、多彩な意思伝達経路に配慮しながら、対策

の戦略的な階層化を進めることにある。

第4回日米メディカルバイオディフェンス研究・バイオテロリズムシンポジウム（2010年）
開催地：メリーランド州ベセスダ

　第4回の日米シンポジウムは、メリーランド州ベセスダの

ハイアット・リージェンシー・ベセスダにて2010年10月25日

から27日にかけて開催された。この会議でも、バイオテロ対

策のためのメディカルバイオディフェンス研究や公衆衛生の

議論の場の設置に向け、長らく継続している日米間の活動

が柱となった。「第1回日米メディカルバイオディフェンス研

究・バイオテロリズムシンポジウム」で決定され、その後の会

議でも継続して取り上げられている協議事項が、今回の会

議でも大部分を占めた。食の安全やアウトブレイク予防、

BSL3およびBSL4準拠の研究・運営上の懸念事項が新たに

協議事項に加えられ、徹底的に議論された。

　今回のメディカルバイオディフェンス研究シンポジウムも、

情報交換・意見交換の場として成功を収めた。両国の代表団

は、メディカルバイオディフェンスやバイオセーフティ研究に

関する重要情報を交換し、テロ事件など緊急事態に対する

国レベルや国際レベルでの準備を促進するうえでの適切な
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戦略のあり方について協議した。

　シンポジウムでは、新しい治療法に関する比較討論が実施

されたほか、バイオディフェンスや食の安全、ウイルス性出血

熱の治療法、化学的・放射線医学的な対策、公衆衛生上の緊

急事態管理システムなど、重要分野について最新研究のプ

レゼンテーションが行われた。シアン化物など具体的な化学

的脅威について話し合われた。また、オウム真理教による地

下鉄サリン事件の経験についての補足情報も提供された。

犠牲者を最小限に抑え、国内や国家間での疾病の広がりを

食い止めるために、緊急時対応の重要な柱として、国の備蓄

システムを維持することの重要性が話し合われた。これは、

将来的にはライセンス供給契約で改善する可能性がある。

　フォート・デトリックにあるNIA IDの統合研究施設

（Integrated Research Facility：IRF）の視察は、日本の代

表団にとって非常に参考になった。IRFからは日本側に共同

研究の招聘があった。また、IRFに隣接する陸軍感染症研究所

（U.S. Army Medical Research Institute of Infectious 

Diseases）の訪問でも便宜が図られた。同研究所訪問のお

かげで、日本の研究者やプログラム管理者は、特に懸念が

集まる病原体の基礎研究において、保健福祉省と国防総省

の協働体制を視察する機会に恵まれた。

　さらに、軍人・民間人の患者に利益となりそうな医薬品開

発の協調体制も視察できた。高度な生物学的封じ込め施設

の管理についても情報が共有された。

第5回日米メディカルバイオディフェンスシンポジウム（2011年）
開催地：メリーランド州ベセスダ

　「第5回日米メディカルバイオディフェンスシンポジウム」

は、メリーランド州ベセスダのハイアット・リージェンシー・ベ

セスダにて2011年11月1日から3日にかけて開催された。

この会議は、日米両政府による継続活動の象徴となるもの

で、二国間の科学技術・医学研究の場として、国家安全保障

に影響を与える自然・偶発的・人為的な公衆衛生上の課題に

ついて話し合いが行われ、情報が共有された。

　シンポジウムでは、保健福祉省の事前準備対応次官補に

よる特別プレゼンテーションが行われた。日本の人為災害・

自然災害後のデータ収集に関する取組と、共同研究活動に

引き続き力を入れたいとする姿勢に、特に賛辞が寄せられ

た。1日目は、化学的脅威に対する米国の研究投資に関して

最新情報が披露された。電離放射線の脅威に特化した

NIAIDの研究活動については、日本との共同監視体制も含

めた情報が発表された。福島第一原子力発電所の事故につ

いても話し合われ、国民に対するリスクの説明の大切さも含

めて、こうした災害に対応する戦略についても議論された。

低レベル放射線被ばくについて、現時点でわかっている健

康面の問題が発表され、続いて、被ばくの影響について話し

合いが行われた。低レベル被ばくが健康に与えるリスクは少

ないという点で、日米の研究者のコンセンサスが見られた。

2日目は、感染症研究の最新情報などが発表された。なお、

ひとつ重要な点として、中小企業革新研究プログラム

（Small Business Innovation Research）の補助金は通

常、米国の中小企業のみが対象だが、日本の研究者や研究

機関も米国の中小企業と組んで研究パートナーとなれば資

金取得の可能性があるということが挙げられた。他の大半

の補助金や契約では、競争の門戸を開いている。

　過去2回の会議では、化学物質や放射線について多くの

時間が割かれたため、次回のシンポジウムは、高病原性ウイ

ルスにテーマを絞り、モンタナ州のNIAIDロッキーマウンテ

ン研究所（Rocky Mountain Laboratory）で開催すること

を2012年夏に決定した。その後、会議は計画されたものの、

アイダホ州とモンタナ州の森林火災が相次いだために、最

終段階で中止せざるを得なかった。そのため第2案として、

長崎で「第6回日米メディカルバイオディフェンスシンポジウ

ム」を開催し、視察先を熊本（LC16m8ワクチンの開発元で

ある化学及血清療法研究所の所在地）とする計画が策定さ

れた。このシンポジウムは2013年2月に予定されている。
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結論

　日米のFIS3に関連するメディカルバイオディフェンスシン

ポジウムは、日米両国の利益となっている。両国政府の強力

な支援の下、会議は研究成果やアイデアの協議・共有、さら

には資源安保を脅かす不穏な出来事への備えについて話し

合う貴重な場となっている。テロの脅威という視点で見れ

ば、会議は日米の強力な同盟関係を通じて、共通目標に向

かって緊密な共同歩調を取りながら、情報の共有を実現して

いる。引き続き懸案事項として重要視されていることとして、

政策や手順の対応法、自然災害や人為災害を迅速・正確に

見つけるための早期発見手法が挙げられる。

　こうしたプログラムを通じて経験や教訓を共有する取組

は、両国の将来的な投資や研究プログラム全体に必ずや利

益をもたらすものである。研修・教育の機会はまだ十分とは

いえず、これについては今後も議論のテーマとなる。新しい

ウイルス出現の懸念が依然としてあるため、出血熱ウイルス

などのトピックについては関心を持ち続け、今後もプログラ

ムの協議事項として扱い続けることが期待される。

　日本では2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震を

きっかけに津波が発生し、さらに放射性物質の拡散による環

境汚染が発生した。この一連の出来事は、将来の惨禍が予

測不能であることを如実に物語っている。このような出来事

に加え、日米両国で過去数年の間に見られた実際のテロ事

件もあり、国家的な認識と準備の必要性が高まっている。こ

のプログラムで策定された事項など、科学技術の共有・信頼

を基にした確固とした協力体制は、前向きに評価できる。
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バイオセキュリティ分野の
国際連携協力に関する提言
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1．FIS3に基づく米国との情報共有を継続する。
　日米安全・安心科学技術協力イニシアチブ（FIS3）に基づ

いて、2007年より日米メディカルバイオディフェンスシンポ

ジウム（日米シンポジウム）が毎年開催されている。シンポジ

ウムでは、テロに用いられる可能性のある病原体の研究や

サーベイランス体制、高度安全実験施設の稼働などの重要

なテーマについて議論されてきた。例年、化学防護、放射線

防護、食品安全といったバイオディフェンス以外の健康安全

保障に関わる事項についても情報共有が行われている。

　日米の科学者および政策担当者が定期的にコミュニケー

ションを取ることは、危機管理という観点から極めて有益で

ある。そのような協力体制の維持が、日米関係の強化にもつ

ながると考えられる。

2．�日本の優れた科学技術によって諸外国のバ
イオディフェンス向上を促す。

　日本の化学及血清療法研究所は、米国でのライセンス取

得に向けて、痘瘡ワクチンLC16m8の研究開発を進めてい

る。その多額の資金を提供しているのは、米国の生物医学先

端研究開発局（BARDA）である。日米シンポジウムの開催

は、このような協力関係の構築に貢献した。今後も、日本の

優れた科学技術を日米シンポジウムで発表するとともに、他

の国とも情報共有の機会を持つことが重要である。

3．�バイオセーフティレベル（BSL）4施設稼働を
検討するために米国の経験から学ぶ。

　過去6回の日米シンポジウムにおいて、日本のバイオディ

フェンスのウイークポイントとして、バイオセーフティレベル

（BSL）4施設での研究が行われていないことが指摘されてき

た。今後、日本におけるBSL4施設稼働の可能性を模索する

ために、リスクコミュニケーション、バイオセーフティ訓練、施

設の運営等について米国の経験から学ぶ必要がある。

4.�人材育成に資する日米の共同研究プログラ
ムを立ち上げる。

　第6回の日米シンポジウムでは、将来の脅威に備え、若手

研究者にBSL4施設での研究を経験させる必要があるとい

う認識が、日米の関係者のあいだで共有された。さらに、日

本の研究者に、米国のBSL4施設で研究する機会を与えるた

めの公式な計画を策定することが合意された。その実現に

向けて、引き続き、米国の関係者と協議を続ける必要があ

る。それと平行し、国内でも予算措置などの調整を図る必要

がある。

5．�日米の研究協力を推進するためのルールづ
くりやプラットフォームの設置を行う。

　バイオテロや重篤な感染症についての研究を進めるうえ

で、日本と米国の研究者が、相互に研究リソースや研究モデ

ルを利用できることが望ましい。特に、日本ではBSL4の研究

ができないため、ウイルス性出血熱の患者発生に備えた診

断技術などの評価のために、諸外国との共同研究を実施で

きる環境を常に確保しなければならない。日米のあいだで、

そのような研究協力を継続的に行うためのルールづくりや

プラットフォームの設置が求められる。

6．�日英シンポジウムの開催を通じて、日欧の新
たな協力体制の構築を目指す。

　近年、ヨーロッパでは新興感染症や再興感染症の予防、

診断、治療などの研究開発において国家を超えた協力体制

が整備されつつある。日本としては、当該地域にある国との

情報共有や共同研究の機会を増やして、日欧の新たな協力

体制の構築につながる「土台作り」を行わなければならな

い。なかでも、日本との研究協力の実績がすでに数多くある

英国との連携強化が重要といえる。

バイオセキュリティ分野の

国際連携協力に関する提言

86



7．多国間での共同研究の可能性を模索する。
　日本は、感染症研究国際ネットワーク推進プログラム

（ J - G R I D ）や地 球 規 模 課 題 対 応 国 際 科 学 技 術 協 力

（SATREPS）などを通じて、開発途上国との感染症の共同研

究を進めてきた。そのような日本の研究ネットワークと、米国

など諸外国の研究ネットワークをリンクさせることで、より質

の高い研究活動を共同で行うことが可能となる。

8.�開発途上国のコア・キャパシティ形成に資す
る国際協力・支援を行う。

　2005年に改正された国際保健規則（IHR）は、国際的な広

がりが懸念される公衆衛生上の危機の予防、検知、対応の

ためのコア・キャパシティの保有を各国に求めているが、それ

を達成している国は、全体のおよそ20％である。バイオテロ

や自然発生的な感染症のリスクは地球全体に潜んでおり、

アウトブレイクが起きると国境を越えて広がる。したがって、

開発途上国におけるコア・キャパシティの形成は、日本の健

康安全保障にも関わる問題である。

9．�開発途上国におけるバイオセーフティおよび
バイオセキュリティの向上を促す。

　2001年の炭疽菌郵送事件以降、米国やヨーロッパで

は、研究所において病原体を適切に管理する体制が整備さ

れている。しかし、東南アジア、中央アジアおよびアフリカな

ど開発途上の地域では、科学者が安全に研究を行うための

機器や設備すらもないような状況が続いている。また、バイ

オセキュリティの意識も低い。そのような地域では、キャパ

シティビルディングの活動と合わせて、バイオセーフティや

バイオセキュリティの向上を促す必要がある。特に、東南ア

ジア諸国連合（ASEAN）各国との連携は、地政学的にも重

要である。

10．�生物学的脅威に対して国際社会全体が　
協力して取組むという潮流をつくりだす。

　生命科学の進展によって、病原体の悪用の脅威はかつて

ないほど高まっている。また、人の行き来が盛んな現代社会

では、原因が何であれ、環境中に放出された病原体は、地球

規模で広がる恐れがある。ゆえに、生物学的脅威を各国共

通のものとして捉え、国際社会全体が協力して取組むという

潮流をつくりだすことが重要である。それによって、バイオ

セーフティ、バイオセキュリティ、デュアル・ユースといった問

題を、各国が自発的に対処するようになることが期待され

る。

　日本としては、開発途上国のコア・キャパシティの形成、バ

イオセーフティおよびバイオセキュリティの向上に資する活

動を行うとともに、それらの活動について積極的に国際会議

などで情報発信する必要がある。それは、バイオセキュリティ

分野において日本のプレゼンスを示すことにもつながる。
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長崎大学国際連携研究戦略本部助教

天野 修司

　バイオテロや自然発生的な感染症のリ
スクは地球全体に潜んでおり、アウトブレ
イクが起きると国境を越えて広がる。2005
年に改正された国際保健規則（IHR）は、
国際的な広がりが懸念される公衆衛生上
の危機の予防、検知、対応のための能
力の保有を各国に求めている。それを達
成する期限は 2012 年とされていたが、
報告を行っていない、あるいは延長を要
求している国は、80％以上にものぼって
いる。
　他方、生物兵器禁止条約（BWC）の
専門家会合及び締約国会合（2012 〜
2015 年）の常設課題には、「国際協力・
支援」が含まれており、生命科学の知識
や技術を平和目的で共有するための具
体的な取組についての議論が継続されて
いる（筆者は、外務省からの依頼を受け
て、2012 年の BWC 締約国会合に参加
した）。つまり、「国際協力・支援」は、
公衆衛生と安全保障、両方のコミュニティ
にとって重要なテーマとなっている。
　英国の国防省防衛科学技術研究所は、
国内外の関係機関と連携し、バイオロジカ
ル・エンゲージメント・プログラム（Biological 

Engagement Programme：BEP）を旧ソ
ビエト連邦、中東、アフリカで実施している。
BEP の活動は、近代的な診断、感染制
御及びサーベイランスのためのキャパシ
ティ・ビルディング、バイオセーフティ及び
バイオセキュリティの向上、デュアルユース
生命倫理教育などである。
　BEP は、グローバル・パートナーシップ

（GP）に貢献するためのプログラムである。
GP は、もともとG8 が、不拡散、軍縮、
対テロ、核セキュリティなどの問題に対処
するためにはじめたイニシアチブである
が、2011 年より、バイオセキュリティの向
上や科学者の支援も含まれることとなっ
た。GP の枠組みのなかで、米国やカナ
ダも、英国の BEPと同様のプログラムを
実施している。
　欧州連合（EU）は、CBRN（化学、
生物、核・放射線）の分野での安全や
安心の文化を広めるために、50 の国と8
つの地域にセンター・オブ・エクセレンス

（Centre of Excellence：CoE）を開設し
ている。CoE では、国の行動計画や管
理プログラム、技術プロジェクトなどによっ
て脅威を削減する方策についての情報提

供や支援をネットワークを通じて行ってい
る。CoE は、活動が行われている国や
地域にとって有益であるとともに、EU の
安全保障アーキテクチャの強化にも役
立っている。
　これまで保健分野の国際協力というと
現地のニーズに合わせた医療サービスの
提供が主な目的であったが、諸外国で
は、公衆衛生や安全保障などの視点を
含めた形でのアプローチが重視されはじ
めている。今後、日本でも、生物学的脅
威に対抗するための国際協力の在り方に
ついて包括的に検討する必要があると考
える。我々のプロジェクトでは、2013 年
のはじめに、そのような機会を提供するた
めのワークショップの開催を予定してい
る。詳細については、本紙 4 面をご参照
いただきたい。

バイオセキュリティ向上のための国際協力：
英国及び EUの取組

◆バイオセキュリティ分野の国際連携協力に関する研究調査

2012 年 BWC 締約国会合

　本プロジェクトでは、バイオセーフティ及びバイオセキュリティに関連する国際的な取組、デュアルユース、CBRN（化学、生物、核・放射線）災害の
公衆衛生措置等について研究調査を行っている。また、情報の収集および分析を通じて抽出された課題について、関係省庁、研究機関、企業等の
ステークホルダーが、それぞれの専門領域を超えて検討する機会を提供している。これらの活動を通じて得られた知見をもとに、我が国が目指すべ
き国際連携協力の在り方について提言をまとめる。



　日本では、天然痘によるバイオテロに備えて
痘瘡ワクチンLC16m8が備蓄されている。一
般財団法人化学及血清療法研究所（化血研）
では、その研究開発や製造を行っている。
LC16m8は、1975年に医薬品ライセンスを取
得した。1973年からはじまった小児 9万人を
対象とする全国規模の臨床研究によって、免
疫原性が高く、副作用も少ないことが明らかと
なった。近年、海外に派遣される自衛隊員に
LC16m8が接種されたことから、市販後臨床
研究によって、成人に対しても同じくらいの有
効性と安全性があることが確認された。
　バイオテロ発生時のワクチンの使い方を想
定した場合、どのタイミングで接種すると効
果が得られるのかという視点が重要になる。
動物実験のデータでは、LC16m8 接種直後
の短期間において、細胞性免疫と自然免疫

によって早期に感染防護能力を獲得できるこ
とが示されている。一方、LC16m8 接種後
の効果の持続は、マウスを使った実験にお
いて少なくともLC16m8 接種 1 年後でも抗
体の保持と感染防御能力を有することが確認
されたことから、マウスの寿命は 2、3年であ
るので、人間に外挿した場合、少なくとも10
年以上は感染防護できると考えている。
　化血研は、米国でのライセンス取得に向
けて、米・生物医学先端研究開発局
（BARDA）からの支援を受けている。
BARDAとの契約に至るまでの手続きには、
通常 1 年半以上かかるといわれているが、
比較的、短期間で進めることができた。その
理由は、日米シンポジウムでの発表を通じて、
LC16m8についてBARDAの関係者がすで
に良く理解していたからである。契約内容は、

5年間で動物を用いた用量反応性有効性実
験と治験薬の製造及び臨床試験に3400 万
ドルを受給するというものである。
　バイオテロ対策のための研究開発を、1国
及び 1 企業で行うのは難しいので、それぞ
れの国が得意とするノウハウを合わせること
や、関係機関（公的研究機関など）との共
同で迅速に進めることが強く望まれる。
　このことから、産学官の協力体制を確立し、
企業が参入しやすいインフラを整備すること
が重要である。また関係機関のあいだでの
ネットワーク構築は、国主導で行われること
が望ましいと考える。

化学及血清療法研究所  

横手 公幸

天然痘ワクチンの研究開発における日米の科学技術協力

　日米シンポジウムは、2007 年より合計で
5回開催されている。米国側からは、これま
で国立衛生研究所をはじめ、疾病管理・予
防センター、生物医学先端研究開発局
（BARDA）、保健福祉省、国務省、国防総省、
国土安全保障省、ホワイトハウスなどからの
代表者が参加してきた。日本側からは、慶
應義塾大学、長崎大学、帯広畜産大学、
国立感染症研究所、科学警察研究所、化
学及血清療法研究所（化血研）、文部科学
省、厚生労働省、農林水産省、内閣官房な
どからの代表者が参加している。我々の研究
グループの役割は、米国側のカウターパート
である国立衛生研究所と協議を行ってシンポ
ジウムの議題を策定し、日本側の代表者の
調整を行うことである。
　日米シンポジウムは、両国のバイオディフェ
ンス研究の将来的な方向性を見出すための
重要な機会となっている。これまでテロに用
いられる可能性の高い病原体についての研
究、高度安全実験施設の稼働、サーベイラ

ンス体制、政策的な側面等について議論を
行ってきた。例年、化学防護や食品安全な
どバイオディフェンス以外の重要なテーマにつ
いても取り上げているが、2011 年は、福島
県での原発事故を受けて放射線災害につい
てのセッションを議題に加えた。
　FIS3は、1988 年にロナルド・レーガン大
統領と竹下登首相とのあいだで結ばれた日
米科学技術協力協定のもとでの協力枠組み
であり、日米シンポジウムの開催は、同盟関
係の維持・強化という意味でも重要である。
また、米国のトップレベルの科学者と定期的
に会合が持てていること自体、危機管理とい
う観点からも、日本にとって非常に有益であ
る。さらに、最新の研究知見を共有すること
によって、両国における飛躍的な科学技術
の発展につながることが期待されている。
　具体的な成果としては、出血熱ウイルス研
究や高度安全実験施設の稼働、および天然
痘ワクチンの効果や安全性の科学的裏付け
等について米国側とコミュニケーションを図る

ことができたということがある。現在、化血
研は、米国でのライセンス取得を目指して、
痘瘡ワクチンLC16m8の動物実験、治験薬
製造やフェーズIIの臨床試験などを行ってい
るが、そのための多額の資金を提供している
のは、米国のBARDAである。日米シンポ
ジウムの開催は、このような協力体制の構築
に大きく貢献した。
　米国側の関係者からは、国と国とのあいだ
での協力関係は、お互いの努力によって維
持されるものであり、デュアルユース性のある
科学技術についての議論が 5年間も続いた
こと自体が大きな成果であるという意見も出
ている。また、同盟国である日本における高
度安全実験施設の稼働は、米国にとっての
国益であり、今後も議論を続けていきたいと
いう要望もあった。

長崎大学  

天野 修司

FIS3における活動の成果と今後の課題

第2回バイオセキュリティワークショップ

「バイオディフェンスに資する日米科学技術協力の新たな可能性」［日時］2012年7月21日
［場所］三田NNホール＆スペース

　バイオテロ等の脅威から国家を防護するための方策を協議する場として、2007年より、日米メディカルバイオディフェンスシンポジウム（日米シン
ポジウム）が、毎年開催されている。日米シンポジウムは、日米安全・安心科学技術協力イニシアチブ（U.S.-Japan Framework Initiative for a 
Safe and Secure Society：FIS3）に基づくものであり、例年、両国を代表する科学者及び政策担当者が参加している。
　本ワークショップでは、日米シンポジウムでの議論を振り返るとともに、今後の科学技術協力の新たな可能性について検討した。参加者は、科学
者、政策担当者、国際安全保障の専門家など54名である。各講演の概要は以下の通り。



人獣共通感染症の先回り予防策
　人獣共通感染症とは、通常は動物から人
へ感染する病原体に起因する感染病をいう。
代表的な疾病として、狂犬病、各種脳炎、
動物インフルエンザ、ＢＳＥ等多数の感染病
があげられる。新興・再興感染症の大部分
は人獣共通感染症と考えられている。
　ここでは動物インフルエンザのひとつであ
る鳥インフルエンザについて紹介する。イン
フルエンザウイルスは、例外的に宿主域が広
く、鳥類から多くのほ乳類まで感染する。鳥
インフルエンザウイルスは人を含む多種のほ
乳類に感染して病原性を示すことがある。す
べてのインフルエンザウイルスの起源は鳥イン

フルエンザウイルスであり、水鳥が本来の宿
主であると考えられている。
　私たちは 1970 年代後半から山陰地方に
おいて越冬する、ガンカモ類について鳥イン
フルエンザウイルスの分離を実施してきた。
その結果、H5及びH7亜型を含むおびただ
しい数の鳥インフルエンザウイルスを分離した
が、すべて鳥類に対して弱毒であった。
1983 年にコハクチョウから分離した弱毒の
H5N3ウイルスを、SPFヒナに累代継代する
事によって強毒化に初めて成功した。
　この強毒化ウイルスのほ乳類への病原性
に興味が持たれたので以下の実験を行った。
継代前の弱毒ウイルスをマウスに実験的に感
染させたところ、全身感染を起こしたが、強
毒化ウイルスは、マウスの脳、呼吸器（鼻甲
介、肺）でのみ増殖し、強い神経向性を獲
得した。人への強い病原性を獲得した危険
なウイルスに変異した可能性も考えられたの
で、実験を中断して現在に至る。以上の実
験は 1990 年代に行なったものである。

　東大医科学研究所河岡義裕教授グループ
のNature 投稿論文（HＡ修飾によりH5ウ
イルスがフェレットからフェレットの伝播が可能
となった）、特に実験方法に異論が出たとい
う本年当初の新聞記事に接し、改めて、鳥
インフルエンザは最も危険度が高く警戒を要
する人獣共通感染症のひとつであり、このウ
イルスの「デュアルユース」の可能性に対す
る明確な認識の保持、その病原体の取り扱
い及び保管に万全を期す必要性が痛感され
た。
　2005 年度以来ベトナム北部において家き
ん類、水きん類、野鳥の鳥インフルエンザ
監視を続行しているが、その狙いの一つは、
新型インフルエンザウイルス出現の早期発
見、国内侵入防止あるいは感染阻止にある。

［日時］2012年7月21日
［場所］三田NNホール＆スペース

京都産業大学 

大槻 公一

　国立感染症研究所（感染研）では、ウイ
ルス性出血熱（エボラ出血熱、マールブル
グ病、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、
南米出血熱等）や天然痘、重篤な新興・
再興ウイルス感染症の実験室診断法の開発
及びウイルス学的研究を行っている。2003
年の感染症法の改正によって、出血熱ウイル
スは特定 1種病原体となり、法的にもバイオ
セーフティレベル（BSL）4 施設でなければ
扱えなくなった。感染研の村山庁舎には、
BSL4の基準を満たす施設はあるものの、厚
生労働大臣からの承認がないためBSL3で
の研究に使用されている。
　ウイルス性出血熱の場合、血液中のマクロ

ファージ等に感染した形でウイルス血症が起
きて、数日後にIgM抗体やIgG抗体が上がっ
てくる。患者の診断ということに限って考えれ
ば、発症から早期の急性期には、抗体検査
よりも病原診断（ウイルス遺伝子やウイルス
蛋白を検出する）の検査が行われる。ウイル
ス分離・同定という検査が最も確実であるが、
それはBSL4 施設でなければ行うことができ
ない。
　そこで、PCR（RT-PCR）法や LAMP 法
で遺伝子の検出を行うことになるが、出血熱
ウイルスでは、特にラッサウイルスや南米出
血熱ウイルスで、ウイルス毎の遺伝子変異が
多い。さらにリアソートメントや遺伝子の組換
えが起きるので、検出できないものが必ず出
てくる。そこで、ウイルスのNP（Nucleoprotein）
というコアタンパクを高感度で検出する方法
も準備している。また、発症後期から回復期
の抗体応答を検出する血清診断法として、
組換え抗原を使った蛍光抗体法、ELISA 法
や、VSVシュードタイプを用いた中和抗体測
定等の開発も行っている。ウイルス性出血熱

の実験室診断の結果が正しくなければ（偽
陰性や偽陽性）大問題となるので、これら
のシステムを複数使って、限りなく100％に
近い正確な診断を行わなければならない。
　開発した診断技術を評価するためには、
生きたウイルス等が必要となるので、米国や
その他の国と共同研究が必要であるが、近
年、米国では種々のセキュリティクリアランス
が厳しくなってきている。英国でもセキュリティ
クリアランスは厳しいが、現地の研究者と良
い関係が築けているので、比較的、共同研
究を行いやすい状況がある。日米シンポジ
ウムを通じて、両国の研究者が交流を深める
ことによって、セキュリティクリアランスの壁を
越えられるようになることを期待している。

ウイルス性出血熱患者発生に備えた検査診断技術

国立感染症研究所

森川 茂

　日本では、天然痘によるバイオテロに備えて
痘瘡ワクチンLC16m8が備蓄されている。一
般財団法人化学及血清療法研究所（化血研）
では、その研究開発や製造を行っている。
LC16m8は、1975年に医薬品ライセンスを取
得した。1973年からはじまった小児 9万人を
対象とする全国規模の臨床研究によって、免
疫原性が高く、副作用も少ないことが明らかと
なった。近年、海外に派遣される自衛隊員に
LC16m8が接種されたことから、市販後臨床
研究によって、成人に対しても同じくらいの有
効性と安全性があることが確認された。
　バイオテロ発生時のワクチンの使い方を想
定した場合、どのタイミングで接種すると効
果が得られるのかという視点が重要になる。
動物実験のデータでは、LC16m8 接種直後
の短期間において、細胞性免疫と自然免疫

によって早期に感染防護能力を獲得できるこ
とが示されている。一方、LC16m8 接種後
の効果の持続は、マウスを使った実験にお
いて少なくともLC16m8 接種 1 年後でも抗
体の保持と感染防御能力を有することが確認
されたことから、マウスの寿命は 2、3年であ
るので、人間に外挿した場合、少なくとも10
年以上は感染防護できると考えている。
　化血研は、米国でのライセンス取得に向
けて、米・生物医学先端研究開発局
（BARDA）からの支援を受けている。
BARDAとの契約に至るまでの手続きには、
通常 1 年半以上かかるといわれているが、
比較的、短期間で進めることができた。その
理由は、日米シンポジウムでの発表を通じて、
LC16m8についてBARDAの関係者がすで
に良く理解していたからである。契約内容は、

5年間で動物を用いた用量反応性有効性実
験と治験薬の製造及び臨床試験に3400 万
ドルを受給するというものである。
　バイオテロ対策のための研究開発を、1国
及び 1 企業で行うのは難しいので、それぞ
れの国が得意とするノウハウを合わせること
や、関係機関（公的研究機関など）との共
同で迅速に進めることが強く望まれる。
　このことから、産学官の協力体制を確立し、
企業が参入しやすいインフラを整備すること
が重要である。また関係機関のあいだでの
ネットワーク構築は、国主導で行われること
が望ましいと考える。
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　日米シンポジウムは、2007 年より合計で
5回開催されている。米国側からは、これま
で国立衛生研究所をはじめ、疾病管理・予
防センター、生物医学先端研究開発局
（BARDA）、保健福祉省、国務省、国防総省、
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省、厚生労働省、農林水産省、内閣官房な
どからの代表者が参加している。我々の研究
グループの役割は、米国側のカウターパート
である国立衛生研究所と協議を行ってシンポ
ジウムの議題を策定し、日本側の代表者の
調整を行うことである。
　日米シンポジウムは、両国のバイオディフェ
ンス研究の将来的な方向性を見出すための
重要な機会となっている。これまでテロに用
いられる可能性の高い病原体についての研
究、高度安全実験施設の稼働、サーベイラ

ンス体制、政策的な側面等について議論を
行ってきた。例年、化学防護や食品安全な
どバイオディフェンス以外の重要なテーマにつ
いても取り上げているが、2011 年は、福島
県での原発事故を受けて放射線災害につい
てのセッションを議題に加えた。
　FIS3は、1988 年にロナルド・レーガン大
統領と竹下登首相とのあいだで結ばれた日
米科学技術協力協定のもとでの協力枠組み
であり、日米シンポジウムの開催は、同盟関
係の維持・強化という意味でも重要である。
また、米国のトップレベルの科学者と定期的
に会合が持てていること自体、危機管理とい
う観点からも、日本にとって非常に有益であ
る。さらに、最新の研究知見を共有すること
によって、両国における飛躍的な科学技術
の発展につながることが期待されている。
　具体的な成果としては、出血熱ウイルス研
究や高度安全実験施設の稼働、および天然
痘ワクチンの効果や安全性の科学的裏付け
等について米国側とコミュニケーションを図る

ことができたということがある。現在、化血
研は、米国でのライセンス取得を目指して、
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天野 修司

FIS3における活動の成果と今後の課題

第2回バイオセキュリティワークショップ

「バイオディフェンスに資する日米科学技術協力の新たな可能性」［日時］2012年7月21日
［場所］三田NNホール＆スペース
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Safe and Secure Society：FIS3）に基づくものであり、例年、両国を代表する科学者及び政策担当者が参加している。
　本ワークショップでは、日米シンポジウムでの議論を振り返るとともに、今後の科学技術協力の新たな可能性について検討した。参加者は、科学
者、政策担当者、国際安全保障の専門家など54名である。各講演の概要は以下の通り。
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「バイオセキュリティ分野の国際連携協力に関する研究調査」
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【発行人】竹内勤（長崎大学熱帯医学研究所所長兼国際連携研究戦略本部副本部長）
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Upcoming Event
第3回バイオセキュリティワークショップ

「生物学的脅威に対抗するための国際協力の在り方について」

　バイオセキュリティ強化のための国際
的な取組は、公衆衛生と安全保障の
接点を求める方向に動いている。公衆
衛生側の中核は、国際保健規則（IHR)
に基づく各国のコアキャパシティの形成
である。IHRは、国際的な広がりが懸
念される公衆衛生上の危機についての
情報収集及び伝達を義務付けており、

そのための対応能力の保有を各国に求
めている。
　一方、安全保障側の中核である生
物兵器禁止条約（BWC）の専門家会
合及び締約国会合（2012 〜 2015 年）
の常設課題には、「国際協力・支援」
が含まれており、平和目的で生命科学
の知識や技術を共有するための具体
的な取組が模索されている。
　本ワークショップでは、IHRや BWC
についての最近の議論を踏まえて、公
衆衛生や安全保障の視点を含めた形
での国際協力の在り方について包活的
に検討する。

　近年のSARSの例では、7、8ヶ月のあい
だで 30カ国にウイルスが広がった。当時、
感染症には国境がないが、情報や研究材料
の共有には確実に国境が存在するという認
識が生まれた。加えて、マラリアや結核、デ
ング熱、狂犬病なども人類共通の脅威であ
り続けた。感染症の研究と対策には国境を
越えたコラボレーションが必要である。現地
で採られた病原体へのアクセスは、感染症
研究の推進に欠かせない。
　文部科学省は、2005 年から新興・再興
感染症研究拠点形成プログラム（2009 年迄
の 5年間）を開始した。プログラムには、2
つの要素がある。ひとつは、日本の大学や
研究機関が、アジアやアフリカの国々のカウ
ンターパートと日常的に感染症の研究を行う
ための海外駐在型拠点を建設すること。もう
ひとつは、理化学研究所に感染症研究ネット
ワーク支援センター（現、推進センター）
（CRNID）を設置し、これらの共同研究拠

点を結ぶネットワーク（NW）を作ることである。
2010 年度より、第 2フェーズとして（2014
年度まで）、感染症ネットワーク推進プログラム
（J-GRID）が開始された。プログラムを通じ
て、2012 年度までに8カ国（アジア6カ国、
アフリカ2カ国）に13 拠点を持つNWが構
築された。
　J-GRID のミッションは、質の高い研究、
技術革新、人材育成、社会還元の 4つであ
る。第 2フェーズに入って、微生物学、感
染症学、公衆衛生学などの専門誌に、多く
の論文が掲載されはじめている。LAMP 法
を用いた安価な迅速診断技術やスマート・ア
ンプ、メタゲノム診断など新しい技術も開発
されている。プログラムを通じて、より高い役
職に就かれた方が 34 名（日本人 26 名、
外国人 8名）いるので、人材育成も順調に
進んでいると考える。また、CRNIDでは、
国内外の会議での講演やミニ集会、ホーム
ページ、メールマガジン等を通じた情報発信

を精力的に行っている。
　第 1フェーズでは、「科学技術外交」の
お手本（事後評価委員会）ともいえる感染
症国際研究プラットフォームが形成された。
第 2フェーズでは、研究活動の最大化や人
材育成を柱としてきたが、当初の目標はかな
り達成されつつあると考えている。今後は、
世界保健機関、仏・パスツール研ＮＷ、我
が国の国立感染症研究所等との連携も強め
ていきたい。残る2 年半は、J-GRID の恒
久的存続（第 3フェーズ）のための準備期
間でもある。新しい枠組みを遅くとも2014 年
度の初めまでに策定する。

我が国の国際共同研究新戦略「感染症研究ネットワーク推進プログラム」

理化学研究所

永井 美之

日　程：2013 年 1 月 26 日（土）
座　長：安田二朗（長崎大学）
講演者：天野修司（長崎大学）
　　　　齋藤智也（厚生労働省）
　　　　谷内一智（外務省）
　　　　渡邊　学（国際協力機構）

申し込に関する詳細は、ホームページをご参照ください。
http://www.cicorn.nagasaki-u.ac.jp/mext/mext_workshop.html
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