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バイオセキュリティワークショップ報告書

青木 節子
齋藤 智也

アンケート集計結果

青木 節子

慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所上席研究員・
総合政策学部教授

青木 節子

文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援

としつつ、より広い視野から人類社会の秩序ある発

事業による「わが国のバイオセキュリティ・バイオディ

展を確保する要因との比較衡量を行い、最適の行

フェンス準備・対応策策定についての医学・人文社

動準拠を発見し、実行することが求められる時代と

会科学融合研究」の成果報告の一環として、慶應

なったのである。

義塾大学グローバルセキュリティ研究所は、2010年

現代の科学・技術の著しい発展は、さらに、より

12月18日に東京コンフェレンスセンター・品川におい

本質的な課題として、科学者が、個体としての、ま

て「科学・技術の倫理と機微技術のリスク管理」を

た、社会的存在としての「人間」自体を破壊しかね

テーマにワークショップを主催した。共催は、東京工

ない科学研究・実験に無反省に手を染める危険

業大学エージェントベース社会システム科学研究セ

をもたらした。現在ほど、科学者に、自己の研究の

ンターである。

目的、方法と対峙して一定の尺度の下で行動する

平成21年6月に「外国為替及び外国貿易法」
（昭

思慮と勇気が求められている時代はない。科学者

和24年法律第228号）
（「外為法」）の輸出管理規

コミュニティがその努力を放棄するならば、一方で

定が22年ぶりに改正され、機微技術の国境を超え

は、人類社会を破滅に導く危険、他方では、国家や

た取引が厳格化され、罰則も強化された。同法改

社会からの一方的・恣意的な規範により、研究の自

正は、すべての国が法的義務として負う大量破壊

由が保証する進歩と創造を失う危険がある。した

兵器の拡散防止の履行確保に加え、一国の安全

がって、今、自然科学者、人文社会科学者の別なく

や繁栄の存立基盤である機微技術の違法な流出

取り組まなければならないのが、科学・技術の倫理

を防ぐことを目的に行われたが、外為法の強化に伴

の同定であり、かつ、それを行動に移す手続的枠

い、大学をはじめとする研究教育機関は、輸出者と

組の構築である。

してのありかたを再考することとなった。もとより、大

本ワークショップでは、上記の問題意識に基づき、

学等も企業、個人と同様、機微な物資・技術の輸出

バイオセキュリティ、バイオディフェンスという観点で、

には外為法に基づく許可を前提としていたことに変

政府、大学、企業など組織別の機微技術管理のあ

わりはないが、外国や企業との関わりが相対的に希

りかたを双方向的に検討し、関係者間での「問題

薄であった時代には、大学等の負う国家安全保障

発信」
を行うことを企図した。セッション１ 「バイオセ

上の義務が意識されることは、ほとんどなかったと

キュリティ」、セッション２ 「科学とグローバル・セキュ

言っても過言ではないだろう。むしろ、政治や社会の

リティ：大学・研究所における研究の規制・監視そし

影響を受けることなく、学問の自由－特に自然科学

て倫理」は自然科学・人文社会科学の多様な分野

における真理の探究－を追求するのが大学の存在

からそれぞれ3人の研究者に御報告いただき、
「セッ

意義であるという意識が強かったように思われる。
し

ション３ 総合討論」では、
ターニングポイントというア

かし、近年、海外の大学・研究所との共同研究や日

ンケート瞬間自動集計機を用いて、科学と倫理につ

本への留学生の数が飛躍的に増加するのみなら

いて、会場の見解を聴取し、本ワークショップのテー

ず、対象国や関与の度合いが多様化する中で、大

マについての議論を行った。

学も21世紀の世界と日本の安全と安全保障に配慮

この報告書が、科学研究の実施側、規制側、そ

することなしに学問を発展させ、学生により良い教

して成果と潜在的脅威の受け手である第三者－す

育機会を与えることは不可能となった。研究、実験、

なわち我々すべて－の問題として倫理とリスク管理

成果の発表などの自由を確保することは人類と個

についての現代的課題を考えるささやかな出発点と

別国家の発展や福利向上の基礎であることを前提

なりましたら、これにまさる喜びはございません。
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セッション1「バイオセキュリティ」

報告1

古典的ラボ・バイオセキュリティから
より広範なアプローチへ
慶慶應義塾大学医学部助教

齋藤 智也

バイオセキュリティとは

くなるが起きた時の被害は甚大である、
という概念を示した

「バイオセキュリティ」とは、一般的な定義として「生物害

図である。本日の話は、主に右側の意図的使用、破壊的行

に対する防御政策・対策」
といえる。
しかし、生物害といって

為、そして非意図的結果までの人為的要素が含まれた部

も多様である。何をどのような生物害から守るかという観点

分のセキュリティである。

によって、内容は大きく変わってくる。それが獣医衛生学の
分野であるのか、生態系の分野であるのか。あるいは農業
の分野、食糧供給の面からとらえているのか。それぞれにバ

バイオセキュリティとG-SEC
G-SECでは現在、二つのプロジェクトに取り組んでいる。

イオセキュリティの定義が存在する。例えば、ニュージーラン

ひとつは文部科学省安全安心科学技術プロジェクト、そし

ドでバイオセキュリティといえば、外来の生物あるいは病原

てもうひとつは今回の研究事業である文部科学省私立大

体から国の生態系を守るという観点が中心になってくるであ

学戦略的研究基盤支援事業「わが国のバイオセキュリティ
・

ろう。本日お話しするのは、公衆衛生・対テロリズムの観点

バイオディフェンス準備・対応策策定についての医学・人文

からのバイオセキュリティである。

社会科学融合研究」である。
安全安心科学技術プロジェクトでは、専門家同士の知
識や情報の共有を促進するためのネットワークを構築してい

Biological Risk Spectrum*
Natural
disease
outbreak

Unintended
consequences

Accidents

Natural

Negligence

Vandalism,
sabotage

る。セミナーやワークショップを開催するほか、国内外研究
Deliberate
use of BW

Intentional

開発の政策動向調査等を行う。こうした活動を通じ、あらゆ
るステークホルダーが話し合えるプラットフォームづくりをコン
セプトのひとつとしている。一方で問題意識として、人文社

High Probability

High Consequence

*from Biological Weapons Convention Experts Meeting 2008

会学的アプローチと医学・公衆衛生学的アプローチのかい
離、そして安全保障と公衆衛生の融合の必要性を常日頃
思い、これらをいかに近づけるかについて、両プロジェクトに
取り組む中で考えてきた。

まず、2008年の生物兵器禁止条約の専門家会合で発
表された生物学的リスクスペクトラムを見ていきたい。左へ行
くほど自然発生の要素が濃くなり、右へ行くほど人為的な要

6

バイオテロリズム対策
バイオテロ対策として、実際に私たちは何をすべきか。こ

素が濃くなる。例えば一番左にはSARSや鳥インフルエンザ

こでは時間フェーズによって、事態発生前、事態発生後、

が位置づけられる。続いて非意図的結果として生まれたも

復旧の三つに分けて考えることとする。事態発生前には、

の、事故的なもの、過失によるもの、破壊的行為によるもの、

発生リスクを軽減、あるいは予防する活動が必要である。

そして一番右側が生物兵器の意図的使用となっている。
ま

事態発生から発生後にかけては、発生を早期に探知し、早

た、左へ行くほど起こる確率が高く、右へ行くほど確率は低

期に対応を開始して被害を軽減する活動が必要である。そ

バイオセキュリティワークショップ報告書

であった。そこで、これらがより融合し、話し合うためのプラッ

セキュリティ、インテリジェンスという要素が重要となる。生物

トフォームをつくる取り組みを進めてきたわけである。本ワー

兵器の使用には、意思・動機、材料、技術が必要である。

クショップもその活動の一環である。

意志や動機を有する者については、インテリジェンス活動に
より不審者を探し出さねばならない。またバイオセーフティ、
バイオセキュリティといった病原体そのものを安全に管理す
るといった概念が必要になってくる。

生物兵器の歴史と脅威
生物兵器の歴史は古く、紀元前あるいは第一次大戦前、
いわゆる病原体や微生物の存在が知られていない時代か

の発生と原因を把握し、適切な医療・公衆衛生リソースを

いた。また、ペスト患者の死体をカタパルトで城壁の中に投

投入する。
また、医薬品等の医療的対抗策を提供する。そ

げ込む。あるいは、天然痘の患者が使った毛布を贈る、
と

して、テロということであれば、人為的行為として犯罪捜査

いった使われ方をしていた経緯がある。

3

第一次大戦頃になると、細菌学の発展によって細菌の

復旧としては、病原体で汚染された場所は除染しなけれ

培養技術も確立し、生物兵器という概念が出てくる。この頃

ばならない。一般市民とのリスクコミュニケーションも重要な

は、動物を狙ったテロが主体であったと言われている。
しか

課題である。テロという社会の恐怖に対して適切に対峙し

し第二次大戦の頃に入ってくると、生物兵器はついに大量

ていく。そして心理学的影響にも対峙していく。このような活

破壊兵器として利用されるようになった。日本を含む各国で

動が一連として必要になってくる。

利用され、第二次大戦後もいくつかの国では続いていた。

しかし従来、生物兵器対策あるいはバイオテロ対策という

総合討論

ら、カビや排泄物といった生物の毒が兵器として活用されて

有名な例として、旧ソ連、
イラクなどが挙げられる。

と、いわゆる予防的側面は安全保障の専門家だけで議論

こうして国家的な生物兵器の開発が行われてきたわけで

され、一方で医療の側面では事態発生後の感染症対策と

あるが、1990年代からはそれまでの国家対国家というコンテ
バイオセキュリティワークショップ報告書

セッション

ひとたび事態が発生したならば、疫学調査等を行ってそ

が必要となる。

2

科学とグローバルセキュリティ

大学・研究所における研究の規制・監視そして倫理

リスクの軽減・予防に関しては、バイオセーフティ、バイオ

セッション

いう枠組みの中で議論が完結し、両者の接点がない状況

セッション

バイオセキュリティ

して復旧は迅速に行わなければならない。

1
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セッション1「バイオセキュリティ」

クストでの利用から、小規模集団によるテロの手段へと局面

Weapons（Cornel University,2009）」の中で、生物兵器

が変化してきた。いわゆるバイオテロというかたちで使われ

の世代分類として第1世代から第4世代を示している。第1

た事例として、ラジュニーシ教団による1984年のオレゴン州

世代は、自然にある感染性物質の利用。これは、いわゆる

での事例、
また失敗に終わったオウム真理教の事例、そし

紀元前にも用いられていたタイプのものである。第2世代と

て有名な2001年の米国炭疽菌郵送テロの事例が挙げられ

呼ばれるのは、小規模で拡散性の低い散布。これはラジュ

る。それぞれ簡単に説明していきたい。

ニーシ教団のような事例である。第3世代は、エアロゾル化

1984年、オレゴン州にある10軒のレストランのサラダバー

された生物剤散布。これには米国炭疽菌郵送テロがあて

にラジュニーシ教団がサルモネラ菌を混入。地域住民751

はまるであろう。
しかし、本当にエアロゾル化されていたかと

名の患者が発生した。当時、この教団による混入とは全く

いう点ではまだ議論の余地が残る。そして、最近新たに付

気づかれず、ただのアウトブレイクとして処理されていたが、

け加える必要性を議論されているのが第4世代である。これ

後日この教団が逮捕された際、自白によって初めて明らか

は、生命工学の応用による強毒化や新規病原体作製、そ

になった。バイオテロの秘匿性をよく表した事例である。
また

れによる大量殺りくである。ただし第3世代や第4世代はまだ

ラジュニーシ教団は、サルモネラ菌だけでなく他の微生物も

実用的ではなく、最も現実的なものとしては第2世代のタイプ

準備しており、その菌は業者から購入していたこともわかっ

を考えるべきだと彼は指摘している。

た。つまり、生物テロは容易に実行しうるということが明らか
になったわけである。
オウム真理教の場合、いくつか試みたという事例を裁判

生物兵器不拡散の枠組みは、主に国と国との間の条約

等で明らかにしている。有名なのは、1993年の炭疽菌の散

というかたちで行われてきた。
まずジュネーブ議定書（1925）

布である。亀戸の道場の上から培養液をばらまいたが、単

は、戦時下における生物兵器の使用を禁止した。そして生

なる異臭騒動に終わり、特に被害は出なかった。後日、実際

物兵器禁止条約（1975）では、生物兵器の開発・生産・貯

に炭疽菌がまかれていたことが明らかになったが、幸いにも

蔵・取得・保持が禁止された。また、オーストラリアグループ

それは害のないワクチン株であった。アメリカでは、2001年

（1985）は化学および生物兵器開発・製造に使用しうる関

の9.11テロの後、炭疽菌の芽胞の入った郵便物がメディア

連汎用品および技術の輸出管理の枠組みとして利用され、

等に送りつけられ、その芽胞を吸い込んで肺炭疽となり死

予防的措置として使われてきた。
しかし現実的には、生物

亡者も出るという事例が発生した。これ以降、アメリカは生

兵器の国家的開発は行われていた。

物テロ対策のため年間数千億円を投じることとなった。

それでもこの生物兵器禁止条約は、あくまで生物兵器の

生物兵器の脅威は、やはりその秘匿性である。病原体は

予防的な対策という意味で最も主要な枠組みであり、締約

無色・無味・無臭であり、人知れず容易に散布することがで

国は日本も含めて163カ国に上る。この生物兵器禁止条約

きる。そして、ある程度の潜伏期間を経て初めて被害が明

の問題点として、
まず検証措置がないという弱みが以前か

らかになる。菌の入手や培養も理論的には容易である。そ

ら指摘されていた。
また、生物兵器の開発主体が国家から

して自然発生なのか、人為的発生なのか全くわからず、犯

グループとなり、国対国の枠組みがどれだけの影響力を持

行声明によって初めてわかる。つまり、証拠を残さないため

ちうるのかという議論がある。そのため近年は、条約強化に

犯人探しが難しい。

向けた実効的な措置の検討に議論が移ってきている。

また、発生様式が多様であり、病原体や経路の選択肢も

もうひとつの予防的取り組みとして、実際に生物剤を扱う

豊富である。そして、研究開発の規制は困難で、被害のお

場所では、狭義のバイオセーフティとバイオセキュリティのコ

よぶ範囲が広い。物的破壊はないが、甚大な人的損失と

ンセプトが用いられてきた。簡単に言えば、バイオセーフティ

精神的恐怖を社会に与える。時に、動物や植物を標的とし

とは危険な病原体から人や環境を守るという視点であり、バ

た食糧減産といったコンテクストにおいても使うことができる。

イオセキュリティとは危険な人から病原体を守るという視点

その一方で、生物兵器を実際に兵器として戦略的・効果的

である。

に使うのは難しいという声もある。
アメリカ人のGregory・D・Koblentz氏は著 書「Living
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バイオセーフティについては、1980年代頃からラボでの
実験における微生物等の感染リスクを抑える目的でガイドラ

バイオセキュリティの新たな時代
BWC第5回運用検討会議（2001～2002）では、イギリス
が科学技術と関連領域によるテロの懸念の関係を認識す
る必要性を訴えた。そして具体的な分野として、遺伝学、プ
ロテオミクス、バイオインフォマティクス、ヒトゲノムプロジェク
ト、遺伝子治療、
タンパク産生技術等、
まさにいま産業的に
例えば、バイオインフォマティクスは新規病原性の探索に
使うことができる。それはつまり、生物兵器情報の探索と同
じではないか。またヒトゲノムプロジェクトでは、テーラーメイ

セッション

バイオセキュリティ

も学問的にも一般的に使われている分野が列挙された。

1

ド医療等、患者の個体差に合わせた医療といった有効な
活用法もあるが、その一方で、特定集団に対するテロや差
別、集団殺りくにも使えるのではないか。それからワクチンの
開発は、つまりそのワクチンの無効化あるいは治療抵抗性と
表裏一体ではないか。組換えタンパクの発現・産生技術は、
毒素産生技術にも使える。このように、悪用あるいは誤用を
すれば公衆衛生的・安全保障的なリスクを伴いうる技術が

めるのである。
インやマニュアルといったものがつくられており、事故または
病原微生物の不適切な取り扱いや使用法によって、発生

生命科学研究とデュアルユース

られてきた。一方、危険な人から病原体を守るラボのバイオ

行われているにもかかわらず、軍事に転用されうる研究、悪

セキュリティという側面が活発になってきたのは、やはり2001

用・誤用される可能性が否定できない研究と定義されて

年の炭疽菌郵送テロ以降である。物理的バイオセキュリ

いる。またアメリカバイオセキュリティ国家科学諮問委員会

ティ、人的セキュリティ、輸送セキュリティ、材料の管理、情

（NSABB）の定義では、
「現在の了解では知見、産物、技

報セキュリティ、これらが一体となって危険な人から病原体

術が提供されると合理的に期待されるが、他者が直接的に

を守るというコンセプトが強化されてきた。そして、バイオセー

悪用することで公衆衛生、農業、動物、植物、環境、物質

フティとバイオセキュリティはそれぞれ独立したものではなく、

に脅威を引き起こす可能性がある研究」
とされている。

補完的関係にある。

総合討論

デュアルユース研究とは、
もともと平和利用を目的として

防衛省の山田先生は、講演の中で次のように指摘されて

国内においても、バイオセーフティとバイオセキュリティに

いる。
「戦争と科学というものは常に一体に発展してきた。科

関する法律的枠組みが強化されてきた。病原体や毒素の

学・技術は戦争により発展した側面があり、一方で戦争は

管理については生物兵器禁止法、テロの未然防止に関す

科学技術により高度化してきた。その両輪でこれらは発展し

る行動計画、国民保護法、感染症法が制定されている。
ま

てきたという側面がある。そしてデュアルユース性というもの

た、モニタリング制度が生物兵器禁止法や感染症法におい

は、科学が技術化していくと普遍的に内在してきてしまうもの

て整備されている。輸出入管理では、外国為替及び外国

である
（講演「科学の進歩とデュアルユース」2009.4.17）
。
」

貿易管理法・貿易管理令、感染症法、家畜伝染病予防法

生命科学領域のデュアルユース問題化は、1990年頃

といった法律的枠組みが定められている。ただし、これだけ

からいくつかの論文で指摘されている。1993年には、野兎

では生物兵器や生物テロの予防にはならないということが

病菌でのエンドルフィン産生「生体内における制御タンパ

最近の議論である。

クの付加的合成：βエンドルフィンを産生する野兎病菌ワク
バイオセキュリティワークショップ報告書

セッション

する病気の広がりを可能な程度まで抑えるという概念がつく

2

科学とグローバルセキュリティ

大学・研究所における研究の規制・監視そして倫理

ことで、いわゆるデュアルユース問題が真剣に議論され始

セッション

生命科学という領域に出現してきているのではないかという

3
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チン株の投与（Borzenkov,V,et al.(1993)Biul Eksp Biol.

て、現在のワクチンを無効にする技術ではないかという指摘

Med.116.151-153.）
」という論文が発表された。これによっ

があり、議論が巻き起こったわけである。

て、体内でのバイオレギュレーターの恒常的産生により新た
な兵器になりうるのではないかという議論が巻き起こった。

この論文は幾重もの衝撃を与えた。
まず、研究者の予想
外の産物として生まれてしまったこと。新たな病原性ウイル

次は、炭疽菌ワクチンの改変に関する論文
（Pomeranstev,

ス作製の方法論を示してしまったこと。そして現在のワクチ

AP et al.(1997)Vaccine,15,1846-1850）である。これは一

ンが効かない可能性を指摘してしまったこと。その情報が

見、炭疽菌ワクチン株の改良のように見えるが、
よく読むと炭

学会誌という容易にアクセスできるかたちとして公表されたこ

疽菌の毒性増強と同じではないかということで議論が巻き

と、が理由として挙げられる。

起こった。

もうひとつ、新たに懸念として台頭してきたのが合成生物

最も直接的に大きな議論を巻き起こしたのは、この2001

学という分野である。従来のようにテンプレートがなくとも、遺

年の論文である。これはマウスの避妊ワクチンを作製しようと

伝子情報だけでウイルスを作ることができると報告されたの

マウスポックスウィルスにIL-4遺伝子を組み込み、発現させ

である。そうなると、病原体の新たな管理の方法が必要な

て投与したところ、ワクチンのはずが免疫系に影響を与え、

のではないか。危険病原体のゲノム情報が公開されていて

予期せぬ強い致死効果を与えてしまったという報告である

いいのか。他の規制方法はないのか。こういった議論が起

（Jackson RJ et al,2001）
。

こってくる。

実はこのマウスポックスウィルスというのは、既に根絶され

そこで、より広範なアプローチとして、生命工学の悪用・

た人の痘瘡ウイルスと同属のウイルスであるが、生物兵器と

誤用防止を今後さらに加えていかなければならないというこ

して使われる懸念が非常に高いと言われているウイルスで

とが議論されている。具体的には、管理・監督を強化する。

あった。その類似のウイルスで、このような強毒化の手法が

教育・意識の向上。科学者の側が自ら声をあげて行動規

報告されてしまった。これは、根絶された天然痘を強毒化し

範等を作成し、社会に認めてもらう。こういった取り組みを一
体的に加えていかなければならないということが現在の議論
となっている。先ほどのバイオセキュリティやバイオセーフティ
についても、最近はこうした議論を考慮し、倫理の問題等を
加えたバイオリスクマネジメントというコンセプトに深化してい
るところである。
バイオセキュリティとデュアルユース生命工学に
関する教育の試み
最後に、デュアルユース生命工学に関する教育の試み
として、G-SECの取り組みについてご紹介したい。G-SEC
では2008年以降、科学技術振興機構社会技術研究開発
センターや防衛医科大学の先生方に御協力いただき、セミ
ナーやワークショップ等を開催してきた。本年3月にも、国外
から講師を招き生物兵器禁止条約等に関するセミナーを
行った。
2010年9月には、慶應大学医学部5年生社会医学系講
義にて、初めて「バイオセキュリティとデュアルユース生命工
学」をテーマとして扱った。医学部生100名が参加し、1、2
時間のグループディスカッションの後、最後に対戦型ディベー
トを行い、ブリーフィングするというプロセスを試行した。
内容としては、近年、実際に議論のあった事例を扱うこと
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とした。組換えDNA委員会の立場での実験審査。論文を
査読する委員の立場から受理か否か。論文を出版する立
場では受理か否か。研究責任者の立場ではどう考えるか。
制裁的枠組みのあり方についてどう考えるか。こうした例題
を防衛医大の四ノ宮教授より出題いただいた。
結果として、予想以上に学生たちが主体的に参加し、熱
もほぼ網羅されていた。ただし、やはりディベートの技法に不
慣れなため、そうした論点を的確にディベートというかたちで
戦わせるまでには至らない印象であった。

セッション

バイオセキュリティ

意あふれる議論が繰り広げられた。論点として挙げるべき点

1

先日は東工大大学院総合理工学研究科複合創造領域
の大学院生に対し「科学技術者の倫理」をテーマに講義
を行った。その他、この分野の日本語の教育マテリアルとし
て、海外の主要論文や冊子の日本語版を提供している。
2011年1月には、
日本学術振興会の二国間交流事業とし
て日英合同セミナー「バイオセキュリティ、デュアルユースジレ
ンマと生命科学者のための教育」を慶応大学にて開催す

議論を深めていく予定である。

2

科学とグローバルセキュリティ

大学・研究所における研究の規制・監視そして倫理

はイギリスだけでなくアメリカからもこの分野の専門家を招き

セッション

る。本セミナーは昨年7月にもイギリスにて開催したが、今回

総合討論

セッション

3
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報告2

遺伝子組換え作物と
遺伝子組換え実験の承認・管理
慶慶應義塾大学医学部教授

小安 重夫

遺伝子組換え実験の歴史
遺伝子組換え実験は、科学の一部としてスタートした。
さ

例えばAAGCTTという回文構造を持つ配列（反対側は

まざまなバクテリアには薬剤耐性の問題があり、薬をたくさん

TTCGAA）が見られるが、制限酵素はこのような配列を認

使えば薬に対して耐性菌が出てくる。これは実際にどのよう

識してDNAを切断することが明らかになった。細菌は普段

なメカニズムで起こるのか。それは臨床の現場よりもむしろ

は自分のDNAは切断できない仕組みを持っているが、ウイ

科学的興味の対象として、1960年頃、R因子が当時教室

ルスが入ってくると切断する。それによって抵抗性を獲得す

の先輩であった渡辺力先生によって発見された。

るという仕組みがあることがわかった。

これは現在でいうプラスミ
ドであるが、要するに薬剤に対

非常に巧妙な仕組みであり、この結果を見た瞬間に多く

して抵抗性を与える遺伝子というものが存在する。それが、

の研究者がこれは素晴らしいと思った。なぜならば、
こうした

薬剤に対して感受性を持たない菌の中へ入り込むと、この

配列が出てくる確率は平均して4の6乗つまり4096回に1回と

菌が薬剤に対して耐性を獲得する。

いうことになる。つまり、
この酵素はランダムではなく特定の場

例えばペニシリンは非常によく効いていたが、ペニシリン

所で遺伝子を切るわけであって、大きなDNAであっても約

を分解するような遺伝子を大腸菌が持ち込んだような場合、

4000個のベースに1カ所ほどしか切れない。この発見は、活

この菌に対してペニシリンは効かなくなる。このような発見か

用すれば自分が欲しい遺伝子断片をとってくることができる

ら、薬剤の耐性を獲得するひとつのメカニズムが明らかに

ことを示唆した。

なった。同時に別の大きな発見として、それ自身で遺伝子

これらの発見を組み合わせることによって、いろいろなこと

情報を別の細菌等に持ち込むような仕組みが天然に存在し

ができることがわかった。先ほどのプラスミドの複製機構を

ていることが明らかになってきた。

研究していくと、複製には不要な部分があるとわかってきた

もうひとつ非常に大きな転機となったのは、私たちが制限

ため、その不要な部分を除いたところに有用な遺伝子、例

酵素と呼んでいる酵素の発見であった。非常に小さい、バ

えば成長ホルモンのようなものを組み込む。あるいは自分が

クテリオファージという遺伝情報と殻だけを持っているバク

研究したい遺伝子、自分が研究したいタンパク質の遺伝子

テリアのウイルスがあるが、これは通常バクテリアの中に入

を組み込む。こうしてできたプラスミ
ドはいわゆる組換えDNA

ると増えて、
また外へ飛び出していく。特殊な条件下では同

と呼ばれる。

じ菌がそのウイルスに対して抵抗性を獲得する現象が見

また、この組換えたプラスミ
ドは薬剤耐性の遺伝子も持っ

つかっていたが、抵抗性を獲得した細菌の中にはこのウイ

ているため、これを感受性の大腸菌に入れると、その大腸

ルスを分解してしまう酵素があるということが見出されたわ

菌は薬剤耐性を獲得する。そこでペニシリンの存在下で培

けである。

養すれば、組換えたプラスミ
ドの入った大腸菌だけを生き残

この酵素を解析していったところ、興味深い活性を持つ

12

の組み合わせがいろいろな情報を与えている。その中に

らせることができる。つまり、薬剤耐性すなわち先ほどの組

ことが明らかになった。遺伝情報は私たちのDNAの中に

換えた遺伝子を持つ大腸菌を作ることができるわけである。

A、G、C、Tという違った文字で書かれており、その文字

結果、この大腸菌からは成長ホルモンなどの有用なたんぱ

バイオセキュリティワークショップ報告書

く質をたくさん作ることができるということで、非常に素晴らし

とになった。これがBerg, PとWatson, J. Dらによる、有名な

い技術として発展してきた。

「サイエンス」という雑誌に発表されたモラトリアム宣言で

ところが、
これは裏を返せば、毒素の遺伝子を組み込むこ

ある。モラトリアム宣言の著者には実際に技術を開発した

とによって大量の毒素を人為的に作ることができてしまうこと

Cohen, S. NやBoyer, H. Wも入っており、またBaltimore,

も明らかになったといえる。1974年にCohen, S. NやBoyer,

Dのようにレトロウイルスの研究でノーベル賞を受賞した学者

H. Wといった科学者たちがこうした技術を開発したわけで

も入っていた。

われるものである。これを使っていろいろな研究を始めたとこ

ないということで、1975年、カリフォルニアのアシロマにおいて

ろ、科学者はすぐにその危険性にも気がついた。

有名なアシロマ会議が開かれた。ここでは百数十人の科学

このような科学者集団の中にいたBerg, Pは、コールドス

者が集まり、こうした問題に対して野放しにするのは非常に

プリングハーバーという場所で行われたシンポジウムで自身

危険だということで、
どうアプローチしていくのか、いろいろな

の研究について話をした。彼はその当時、動物にがんを起

ことが考えられた。

こすウイルスの研究の中で、
どうやってがんが起こるのかを

そして最終的に、
「生物学的封じ込め（研究室外では生

知るためには、がんを起こす遺伝子の解析をしなければなら

育できない宿主を用いる）」と「物理的封じ込め（実験資料

ない。そこでまさに先ほどの毒素の遺伝子のように、動物に

が実験室外へ拡散することのない実験施設の設計）
」とい

がんを起こすがんウイルスの怪しい領域を入れた組換えの

う新しい考え方を導入した。この二つを組み合わせることに

大腸菌をつくって研究するといったことを発表した。

よって、想定される危険はかなり抑えられるということを提案
NIH組換えDNA実験ガイドライン」が作られる。

強い指摘を受けた。これが大きな契機となり、それに対して

そして遅れること3年、日本においても当時の文部省と科

科学者自らが何らかの議論をしなければいけないというこ

学技術庁によって「組換えDNA実験指針」が作られた。そ
れ以降、例えば大学の研究は文部省の「組換えDNA実験
指針」に基づいて定められた「生物学的封じ込め」
と
「物理
的封じ込め」の組み合わせによって危険を回避するというか
たちで実験が進められてきた。
当然ながら、組換えDNAは有用な技術であるため、当時

2

科学とグローバルセキュリティ

大学・研究所における研究の規制・監視そして倫理

て、それによって人にがんが起こったらどうするのだ」という

したわけである。それは概ね受け入れられ、76年に「米国

1
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すると、同じ会場にいたがん学者から「そんなものをつくっ

セッション

これらの科学者たちが、
この事態を何とかしなければいけ

バイオセキュリティ

あるが、これが非常に有名な遺伝子工学の基本特許とい

の通産省では「組換えDNA技術工業化指針」、
また厚生
省では「組換えDNA技術応用医薬品製造指針」、農水省
総合討論

これらは法律ではなく、あくまでも指針というかたちである。い
わば科学者が自分たちの中で自主規制をすることによって、

3

被害が起こることを防ぐという方法でやってきたわけである。
カルタヘナ法と遺伝子組換え実験の管理
この状況が劇的に変わったのは、今世紀に入ってからの
ことである。1992年、米国農務省によって最初の組換え作
物の自由栽培が許可されると、米国では大変な議論が起
こった。すなわち害虫に対する耐性を高める遺伝子、あるい
は収量を高める遺伝子を組み込んだ遺伝子組換え作物を
普通に自由栽培することによって、既存の生物の生存が脅
かされるだろうという当然の議論が出てきたわけである。
バイオセキュリティワークショップ報告書
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では「農林水産分野の組換え体利用指針」が定められた。
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まず、遺伝子組換え作物の優勢に押され、天然の遺伝
資源が損なわれることが想定される。そしてもうひとつは、実

（生物多様性条約第10回締結国会議）が開催されたが、

際に遺伝子組換え作物を商品化したモンサントを代表とす

COP10の前にはMOP5（カルタヘナ議定書第5回締結国会

る穀物メジャーは、戦略として、種もみはしっかり発芽するけ

議）が開かれ、名古屋・クアラルンプール補足議定書が採

れども次の世代の種子は取れないような仕掛けをしてくるわ

択されている。この補足議定書は、例えばある国が遺伝子

けである。すると最終的には、こうした作物を輸入する国は

組換え生物を別の国へ移動させ、万が一相手国に被害が

全ての利益を一定のところに吸い取られてしまう。

発生した場合、それをどう補償するかということに関する取り

それまでも、開発途上国は有用な多くの遺伝資源をアメリ

14

この枠組みでは毎年会議が開かれている。先日もCOP10

決めである。

カをはじめとする大国に持っていかれたという非常に強い被

今、EUも含めた世界中で、遺伝子組換え生物をどのよう

害者意識を持っていた。そこで、そのような利益は自分たち

に監視するかということが非常に大きな問題となっている。
も

のところへ配分すべきだという議論が起こり、最終的には生

ちろん遺伝子組換え作物等、屋外へ放たれるものに対する

物の多様性を保全するために何らかのことをすべきだという

大きな危機感から出ているわけであるが、
これは同時に、実

世界的な動きへとつながった。これがカルタヘナ議定書とし

験室内で行われるものに関してもいろいろな規制をかける

て2000年に採択されたわけである。

結果となった。

カルタヘナ議定書は2003年に発効した。日本ではそれに

カルタヘナ法は、
「遺伝子組換え生物等の使用等の規

基づく義務を履行するため、同年6月に「遺伝子組換え作

制」を行っている法律である。つまり、それまで規制の対象

物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

であったのは「組換えDNA」というDNAそのものであった

法律（いわゆるカルタヘナ法）
」が公布され、翌年2月に施行

が、カルタヘナ法では「遺伝子組換え生物」が規制の対象

された。つまり、遺伝子組換え生物を適切に管理することが

となったことで、実は対象が大きく異なってしまった。

法律で定められたわけである。ちなみに、このカルタヘナ議

すなわち、DNAそのものであれば規制の対象にはならな

定書に米国は調印していない。彼らにとってその内容が極

い。これがひとつの大きな穴でもある。結局、生きている生物

めて不利なためであるが、その点は今後問題になってくる

やウイルスを使ったあらゆる実験、あるいは作製や運搬等に

可能性がある。

関して規制をすることになる。

バイオセキュリティワークショップ報告書

一方で、
ヒトは規制の対象から外れている。簡単にいうと、

用等を行うことを、執るべき拡散防止措置が決まっていない

カルタヘナ法の対象は様々な生物やウイルスであって、人

場合には、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止

由来のものは一切対象に入っていない。人を対象にすると、

措置を執ることを規定している。

遺伝子治療ができなくなってしまうなど、色々な問題が発生
するためである。

つまり、実験で扱う遺伝子組換え生物が拡散しないよう
に、拡散防止措置が法律に書かれている場合には自分た

と、遺伝子組換え生物の使い方には第一種使用と第二種

置がわからない場合には、文部科学大臣に申請して確認を

使用の2種類があるとしている。その要点として、第一種使

とらなければならないということである。

用とはほ場での栽培など、環境中への拡散を防止しないで

私は文部科学省のこうした審査を行う委員を4年ほど務

行う使用である。そして第二種使用は、実験室内での実験

める中で、いろいろな事例をみてきた。
どのように拡散防止

等、環境中への拡散を防止しつつ行う使用である。つまり、

措置をどのように判断するかというと、
まず各実験は、その実

私たちが慶應の医学部で行っているような実験は全て第二

験の危険度に応じ、
クラス1からクラス4に分類される。

種にあたる。このような条件下で遺伝子組換え生物をどのよ

クラス1は、人を含む動物に対して病原性のないもの。クラ

うに規制するか。すなわち外へ漏らさず、確実に管理のでき

ス2は、病原性はあるけれどもそれほど重篤にはならず、治

る条件下で研究を進めよということである。

療法が確立しているものである。クラス3は、比較的病原性
播性も高いもので、例えばエボラウイルスのように非常に重

マウスやノックアウトマウス等を使う
「動物使用実験」、遺伝

篤な疾患を誘導するような出血熱性のウイルス等がこれに

子組換え作物といった「植物等使用実験」がある。そして、

入る。そして、それぞれを扱うために、それぞれを扱うための

遺伝子組換え生物をどうやって保管するか、あるいはどう

実験施設が決められている。

やって運搬するかということに関してもこの法律には書かれ
ている。

日本の大きな問題のひとつは、クラス4を扱う実験施設が
ひとつもないということである。実は、施設はかつてつくられ

また、それぞれの実験に適した拡散防止措置を施した実

たものの、様々な理由から使われていない。
したがって現

験室を使用することを決めている。つまり、
どういう内容の実

在、日本で例えばエボラウイルス等が発生した場合、それを

験をするかという時に、
どのようなやり方で遺伝子組換え生

扱う施設がないという非常に恐ろしい状況になっている。こ

物の核酸を防ぐかということが決められている。この手順に

れは、何とかしなければいけないと私たちは考えているが、

は、1970年代以来の科学者による自主規制を尊重し、多く

いろいろな枠組みの中で考えていかなければならないこと

のものはその研究機関の中でしっかり安全委員会をつくり、

である。
総合討論

ちで決めよということを謳っている。

実験の種類は、それぞれのクラスに応じ、例えば微生
物使用実験の場合はP1、P2、P3のようないい方がされる。
また、動物使用実験の場合にはanimalのAをつけP1A、

機関内実験と大臣確認実験
同時に、文部科学大臣が確認をしてからでなければ行っ

けP1P、P2P、P3Pとしている。繰り返しになるが、本来はクラ
ス4にあたるP4があってしかるべきであるが、それが日本にな

屋外で遺伝子組換え生物を栽培あるいは培養するような場

いことは非常に大きな問題だということで現在、真剣に議論

合には、全て文部科学省大臣の確認をとる必要があると定

されている。

められている。

3

P2A、P3Aという。植物使用実験の場合にはplantのPをつ

てはならないと決めている実験もある。例えば第一種使用、

P1レベル実験室は、通常の生物の実験施設である。病

一方で、第二種使用の中には多くの機関内実験というも

原性という点では人体にほとんど害がないため、簡単にいえ

のがある。カルタヘナ法に基づく省令には、遺伝子組換え

ばとにかく外へ漏らさないということ、そしてエアロゾルの発

生物等の第二種使用をする者に対し、執るべき拡散防止

生を最小限にとどめ、実験者が吸い込まないようにするとい

措置が決まっている場合には、その措置の下で第二種使

うことである。
バイオセキュリティワークショップ報告書
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どのような実験がどのような方法でなされるべきかを自分た
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験」、それを大量に使う
「大量培養実験」、
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は高いが伝播性の低いもの。クラス4となると病原性も高く伝

1
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遺伝子組換え実験には、大きく分けて「微生物使用実

セッション

ちの機関の中で審査して決める。
しかし、その拡散防止措
バイオセキュリティ

では、
どういうことがカルタヘナ法に書かれているかという

15

セッション1「バイオセキュリティ」

しているかということを確実に相手方へ伝え、同じような拡
散防止措置が行われるかどうかを確認する。例えば、大臣
確認が必要なものは、必ずしも危険という意味ではなく、法
律に書かれていないような実験ということであることは前に述
べた通りである。それを例えばP2レベルで行うという確認を
大臣から受けている場合には、相手方もまず同じ確認を受
けてから、その遺伝子組換え生物を移動せよということであ
る。情報提供に関する措置についても、この法律によってい
ろいろなことが定められている。
そして、
これは法律であるため罰則規定もある。例えば、
も
し大臣の確認を得ずに屋外で遺伝子組換え小麦を栽培し
た場合、即座に法律違反となる。このように第一種使用規
定の承認を受けなかった場合、措置命令に違反した場合、
第二種使用等の拡散防止措置の確認を受けなかった場
合、譲渡等の際の情報の提供をしなかった場合、それぞれ
に罰則規定が設けられている。
P2レベル実験室は、エアロゾルが生じやすい操作をする
場合には、研究用安全キャビネットを設置し、キャビネット内
で操作する。また、実験室のある建物内に高圧滅菌器を

慶應義塾大学医学部では、平成16年に遺伝子組換え

セットすることが定められている。
もうひとつ上のP3レベルとな

実験安全管理規則、平成15年には病原体等安全管理規

ると、
これに前室をつけるといったことが加わる。

則を定めた。病原体の管理と遺伝子組換え生物の管理、
さ

このように、
どのような施設で実験を行うかを法律によって
定められた中で、例えば私たちの場合は学内の安全委員
会によって、こういう実験はこういう部屋で行うということを自
主規制することによって研究が行われているわけである。
保管と運搬に関しても、いろいろなことが定められている。

らに拡散防止措置を一体化して行い、バイオセーフティ運
営委員会の統括の下で実験の管理を行っている。
しかし、問題がないわけではない。多くの大学では一般
市民が構内を自由に通行し、未施錠の施設も多いのが現
状である。一方で、日本ではラジオアイソトープは厳重に管

保管にあたっては、容器の見えやすい箇所に、遺伝子組換

理されており、その区域に入るためにはさまざまな認証をクリ

え生物等である旨の表示を行うこと。漏出や逃亡などが起

アしなければ入れない。日本は唯一の被爆国として、アイソ

こらない容器に入れること。所定の場所に保管すること。設

トープに関しては非常に厳しい管理がされてきたのである。

備の見えやすい箇所に、遺伝子組換え生物等を保管して

しかしアメリカへ行くと、アイソトープは普通の実験室で自由

いる旨の表示を行うこと。運搬に関しては、漏出や逃亡など

に扱うことができる。国によって、大きな違いがある。

が起こらない容器に入れること。最も外側の容器の見えや

病原体あるいは遺伝子組換え生物に関して、私たちはそ

すい箇所に、取扱いに注意を要する旨を表示すること。この

れほど厳しい注意をはらってきたであろうか。これまでの多く

ようなかたちで規制されている。

は、科学者や研究者の良心に任せてきたというのが現状で

もうひとつ非常に大事なことは、
「情報提供」である。これ

あろう。その状態から、指針を定めて体制を整えてきたわけ

は以前にはなかったものであるが、要するに遺伝子組換え

であるが、では、
これから先もそれでいいのか。現状は、大き

生物がある場所からある場所へ移動する際には、相手方に

く揺らいできているといわざるをえない。

この遺伝子組換え生物がどういうものであるか、適正使用

研究の自由を制限せずに、いかに安全を担保し、拡散

情報等を文書等によって確実にインフォームせよということで

を防止するか。そして完璧な安全管理はあり得るのか。こ

ある。当たり前といえば当たり前のことです。

うした課題について真剣に考え、議論を重ねていかねばな

特に、自分たちがどういう条件でこの微生物を扱って研究

16
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報告3

合成生物学と機微技術管理
東京工業大学大学院総合理工学研究科准教授・JSTさきがけ研究者

木賀 大介

私のバックグラウンドは生化学であるが、現在、システム

上の情報から生命の部品が調製できるということである。つ

系専攻で研究室を運営している。いま
「異分野の融合」が、

まり、種々の生物からDNA配列を電子的にコピー・アンド・

合成生物学でとても重要になっている。本日は、
この合成生

ペーストしてネットワークをデザインした後に、その配列を持

物学の学問的に興味深いところについて、
また合成生物学

つDNAを合成し、そのDNAを生物に導入することで人工

がどのように実施されているかということについて紹介させて

システムを構築する時代になっていくことが想定される

いただく。

このような合成生物学は、いままでの生物学での主要な
方法論であった解析的なアプローチと相補的な、構成的な

合成生物学の進展

アプローチであるといえる。そして、このシンセティックなアプ

2010年6月、日経新聞の社説に「人工生命をどう育てる

ローチにより、生命の理解を目指し、
もしくは有用なシステム

か」というタイトルの社説が載った。いままでならば科学欄に

を構築するという理学と工学の両面を持った研究になって

載っていたものが社説に載った、
ということは、ついにこれが

いる。つまり新しい組み合わせをつくるということ、ひとつの遺

産業的あるいは安全倫理、
もしかすると哲学的問題も含ま

伝子を入れるだけではなく、たくさんの構成物質を組み合わ

れるということで世間の注目を集めているようである。

せることで、これまでよりも格段に広い範囲で「生命の可能

産業応用面で特に有名な論文は2005年に報告されたも
ので、植物から少ししか抽出することができなかったマラリア
の薬前駆体を、遺伝子を改造した酵母で大量生産できるよ

性」を探索できるようになったわけである。こうしたところに、
理学と工学両面の意義がある。
そして、この分野に関しては多くの若手が参加しており、

うにしたという内容である。この論文のように、複数の遺伝子

毎年約300人が集う研究会を開いている。毎年私たちが心

を同時に改変するというところに最近の合成生物学の進展

がけていることは、2日間の研究会であれば2時間半ほどの

がある。

社会文化系のセッションを持つことを心がけている。

では、なぜそのような複数の遺伝子からなるネットワークを
調製する合成生物学が可能になってきたか。
まず、情報の
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当たり前は当たり前でない

蓄積が挙げられる。ひとつひとつの遺伝子を調べるだけで

全ての生物に共通している性質は、本当に生命にとって

はなかなか進展が遅いということで、遺伝子のセットをまとめ

重要なのだろうか。そもそも生物というものは、
タンパク質ひと

て調べてあげようというかたちでのゲノム解析、その他にど

つとっても全ての可能性を試し切ってはいない。
さらに、
タン

のようなタンパク質が体の中にあるかといった網羅的な解析

パク質が組み合わせる場合は、組み合わせの数はもっと増

が進展しており、その結果の情報が蓄積し、多くはウェブで

える。生物にはもっといろいろな可能性があることが想定さ

公開されている。これが合成生物学の進展のひとつの要素

れる。

である。次に、合成手段の進展が挙げられる。任意の配列

DNAはACGTの4種類で書いてある。そして、
タンパク質

を持ったDNAやタンパク質といったものを、多種作成するこ

は20種類のアミノ酸で書いてある。4進数の配列と20進数

とが可能になってきた。これらが組み合わさり、データベース

の配列である。この4と20という数字が全ての生物に共通し

バイオセキュリティワークショップ報告書

とんどの生物で共通している。これは大腸菌から人まで共

である。つまり、生物にとって当たり前だと思っていることが

通である。このため、例えばヒトのインシュリンの遺伝子を大

当たり前ではないことがわかる。
さらには、この新しくつくった

腸菌に入れることで、
ヒトのタンパク質であるインシュリンを大

生物のかたちと、
もともとある生物のかたちを比較し、いまの

腸菌でつくることができる。
もしくは、下村先生がノーベル賞

生物のかたちが機能としてどの程度優れているものなのか

を数年前に受賞されたオワンクラゲの緑色蛍光タンパク質

を考えることが可能になる。このように、自然界には存在しな

の遺伝子を人の細胞に入れても、マウスの細胞に入れても、

かった比較対象をつくるといったところに、合成生物学の理

大腸菌の細胞に入れても同じアミノ酸の配列ができるため、

学的な意義のひとつがある。

しっかり光ってくれる。このアミノ酸の数が２０で共通してい
て、その暗号表上での配置も共通している、
ということは、い
まの遺伝子組換え技術の前提となっている。
なぜこの暗号表が共通で、そして4と20が全ての生物で
必須なのかということに、私は強く興味を抱いた。
結論からいうと、私のこれまでの研究で、アミノ酸の数が、

ネットワークをプログラミングする
思う。それは制御の考え方である。遺伝子というのは、実は
二つの情報を持っている。一つ目は、
タンパク質をコードする
配列である。例えばヒトのインシュリンの遺伝子をバクテリア
は、インシュリンのアミノ酸配列がDNAにコードされている、

という新しいアミノ酸を組み込んでいる。19以下の場合は、

ということを意味している。遺伝子が持っているのは、このよ

普通はトリプトファンという20個のうちのひとつのアミノ酸を指

うな何をつくるかというコード配列だけでなく、いつ・どれだけ

定するUGGという配列が、20個のうちの別のアラニンという

つくるかという発現制御の情報を持つ。
工場を想像していただきたい。種々の材料の入荷が変動
する工場で、全ての機械が個々に勝手に最大限の生産能

2
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暗号をつくることができている。
２１の場合は、
ヨードチロシン

セッション

に入れてインシュリンというタンパク質が生産されるということ

これが何を意味するかというと、この20という全ての生物

1

ここで少し視点を変え、工学的な話に転換していきたいと

普遍暗号のように20ではなく、19以下や21となっている遺伝

アミノ酸を指定してしまう暗号表をつくることができている。

セッション

に共通していた数字が生物にとって必須ではないということ

バイオセキュリティ

ている。この4進数から20進数に変換する遺伝暗号が、ほ

総合討論
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力でつくっていたら、工場はまともに機能しない。それと同じよ

ては、単なるゲノミクスとしての記載ではなく、
どのような組み

うな考え方である。それぞれの遺伝子が、必要なときに必要

合わせ方に使えるかということを表すことが大切になる。

なだけタンパク質をつくるという制御のネットワークを持ってい
ることが生物の本質である。
ところが先ほど例に挙げた人工ネットワークの構築のよう

そして遺伝子人工ネットワークのプログラミングが可能で
あれば、異分野の学生たちが融合したチームを編成してネッ
トワークをデザインしてみよう、
ということで遺伝子回路構築

に、いろいろな生き物からコピー・アンド・ペーストで人工的

国際学生コンテストという、いわば遺伝子工学の「ロボコン」

な遺伝子ネットワークを作る際には、私たち研究者が1から

に参加している。さすがに会場でバクテリアを戦わせるもの

制御情報をつくらなければならない。それぞれの生物の中で

ではなく、それぞれの研究室の中で組み立て、実験したこ

はもともと遺伝子ネットワークの制御情報は完結していた。
し

とをボストンへ行ってプレゼンするわけであるが、この会がど

かし、取り出してきた1つの遺伝子について、
タンパク質コー

んどん大きくなっている。私たちはこのコンテストが国際化し

ド配列は人工ネットワークでそのまま使うことができる一方、

た2006年から参加しており、当時は40チーム、400人ほどで

制御情報は人工ネットワーク内では何ら意味を持たないの

あったが、今年は130チーム、1200人ほどの学部生がボスト

である。ところが、この人工ネットワークでの制御プログラム

ンに集まってきている。そして興味深いことは、生物分野だ

の書き方がなかなかわからないといったところに合成生物学

けでなく、情報科学や科学コミュニケーションを専門とする

の難しいところがあり、それがいままさに研究のテーマになっ

学生がこういったチームには入ってくる。そして、この分野で

ている。

何が可能かということを知った後、それぞれ専門の大学院

私たちが電子回路をつくる時に、
どういった手順を踏んで
きたかということをもう一度思い起こしていただきたい。設計

に散っていく。合成生物学とは何かということがわかる人材
を供給するためにも、
このロボコンは有用だと考えている。

図をあらかじめつくり、昔であれば手計算、いまであればコン
ピューターシミュレーションでその動作を予測し、カタログに

発生・再生過程を理解し活用するための

載っている規格化された部品を組み合わせて、システムをつ

合成生物学アプローチ

くるというわけである。
一方、合成生物学の分野で点滅するホタルのような大腸

とても複雑である。そして、その複雑な構成要素のうちのひ

菌をつくった研究者がいる。遺伝子の活性が振動する人工

とつひとつの遺伝子を記述していくことは、解析的アプロー

ネットワークを作成したのであるが、これがいきあたりばった

チとして大切である。

りでできるだろうか。そんなことはない。いままでに複数種類

一方、複雑なものをそのまま全部理解する。
もしくは複雑

の点滅回路がつくられているが、
どの研究者も、遺伝子のオ

で大規模なものをいきなり再構成するということは、
まだまだ

ン・オフの制御ネットワークの集合として細胞もしくは遺伝子

難しい研究分野になっている。ならば、まずこの複雑な過

ネットワークのデザインをして、
この回路がしっかり動くか動か

程を単純な概念で説明し、その概念を実際に遺伝子ネット

ないか、
もしくは動かなかった時にはどのような修正を加える

ワークでもう一度つくることができるかといったことも、合成生

べきか、数理モデルに基づいて考えながら研究を進めてい

物学の理学的なアプローチのひとつである。

る。例えばこのケースではタンパク質の寿命が短いほうがよ

複雑な過程をモデル化し、
このモデルによる動作がいくつ

いという示唆が得られる。そこで、細胞の中でできあがった

の遺伝子で達成可能かということをデザインし、そしてその

タンパク質が早く分解できる仕組みを遺伝子の上に書き込

遺伝子ネットワークの頑強性を考え、実装していく。このアプ

む。そうしたことの結果、彼らは点滅する大腸菌というものを

ローチにより、私たちは現在バクテリアで、同じ遺伝子ネット

つくることができた。

ワークを持った細胞たちが、細胞間で通信しながら多様化

このように工学として考えると、いきあたりばったり、
もしくは

していく、
という仕事を完成している。次は哺乳類細胞、場

気長にやろうということは考えてはいけない。
「数理モデル

合によってはES細胞の系で、同じような分化・再生ネットワー

の構築」、そして「部品の規格化」、つまりカタログ化をするこ

クをつくっていくといったことに展開できる研究であると考え

と。そして「実験操作の標準化」によって、プログラミングを

ている。

可能にしていくという考え方が大切である。カタログ化におい
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このパートの話をまとめる。まず、合成生物学において、

遺伝子を組み合わせるといった階層の仕事では、いままで
の遺伝子工学よりも格段と広い可能性を探索できるように
なっている。そして、探索のために様々な遺伝子ネットワー
クを構築することを工学とするためには、部品の規格化、カ
タログ化、
さらには数理モデルの活用が重要である。さらに
細胞内や試験管内で人工的な遺伝子のネットワークをつく
いる。さらにはこれらの基盤研究で得られた知見を活用し、
再生医療やバイオ燃料の生産といった、遺伝子を組み合
わせて有用なシステムをつくる応用研究が可能になると考

セッション

バイオセキュリティ

り、モデル化の正しさを検証する理学的な研究が行われて

1

えられる。
生物学の先人たちの業績により、様々な生物の情報が
蓄積してきた。そして、いま合成手段は技術として指数関数
的に発展してきている。これらを組み合わせたいままでの解
析的なアプローチに対する相補的なアプローチとしての構
成的アプローチ、合成アプローチにより、生命理解を目指す

前に申請書というものが学内に保管されているわけですが、

ようなシステムを構築できるものと考えている。

これはもしかするともっと広いレベルで保管しておく必要があ
こへアクセスできれば、初動の対策が速く立てられるかもし

合成生物学は、既存の遺伝子工学の発展版としての側

れない。ただし、プロジェクトをオープンにするということと企

面をもつことから、先ほどの小安先生のご発表にあった法令

業活動の秘匿性は相反するものであるから、いかに情報を

にしたがって、実験計画の立案と遂行が行われている。
し

信託するかということも大切になるであろう。

規範の枠組みを超えているか、事前に対策が立てられない

しない遺伝暗号を使用したり、さらには生物が使うアミノ酸

か、
ということについて感心を持つ研究者が多く、国際的な

の数自体を変えるということである。
「予期しない事故」の原

学会もしくは私たちの研究会でも生命倫理研究者や科学コ

因として、作製された組換え生物が予期しない変化をして

ミュニケーションの専門家にも加わってもらい、議論が進ん

当初想定していなかった動作をする、
ということが一番怖い

でいる。
まずは、合成生物学の技術管理について、危機の

ことである。このような変化のメカニズムは二つあります。ま

シナリオを２つに大別し、それぞれに対して考えられている

ず、生物の中に有る遺伝子が変化するものであるが、これ

対策や議論について紹介したい。
２つのシナリオとは、
「予期

はなかなか起きにくく、
もし起きたとしても大きな変化はなかな

しない事故」、
もうひとつは「悪意をもった創造」である。

か起きない。大きな変化は、実は別の生物から遺伝子を輸

「予期しない事故」に関しての対策のひとつ目は、作製し

入することである。他の生物からDNAをもらって、そのDNA

た遺伝子ネットワークを持つDNA分子に、署名を入れること

からタンパク質をつくることができ、そして新しい予想しなかっ

である。実際、ベンター博士たちがつくった人工ゲノムの中

た機能を獲得してしまう。これが大きなリスクである。このよ

には、彼らの名前やいくつかのフレーズが書き込まれている。

うな現象に対する対策として、組換え生物に他の生物から

つまり何か変わった挙動をする生き物が見つかった場合、そ

DNAが入ってきても使えなければいい。そこでDNAからタ

このDNAを読めば連絡先や作成者がわかれば、対策も速

ンパク質をつくるためのメカニズムが他の生物と違うもの、つ

く立てられるだろう。この考えをさらに進めると、署名と関連

まり4と20の変換を行う遺伝暗号の中でのコドンとアミノ酸の

付けられてプロジェクトがオープンにされていると、署名を見

対応関係が他の生物とが違うもの、
もしくはアミノ酸の数が

て作成者に連絡をとるだけの場合よりも、事故後の対策はよ

他の生物と違うものを使うことで予期しない進化のリスクを減

り効果的になる。現状では組換えDNA実験を行う時に、事

らすことができると考えられる。
バイオセキュリティワークショップ報告書
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セッション

かし、合成生物学の分野では、自らが既存の法令や社会
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るかもしれない。そして何か事故があれば、すぐに誰でもそ
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あると考える。
最後に、ディベート形式による合成生物学の考察、
という
興味深い試みを紹介したい。科学コミュニケーションを行っ
ているある施設で、所属する科学コミュニケーターの研修と
して私が今回のような合成生物学の紹介をした後、ディベー
ト形式で賛成意見あるいは反対意見としてどういうものが
出るかをまとめたことがある。ディベートが無くても出てくるよう
な意見として、人類は合成生物学を進めてよいか、
というこ
とに関しては、産業・技術革新につながることから進めるべ
きだという意見と、反対して、
リスクがあるから慎重になるべ
きだという意見が必ず出てくる。両端に立った意見をあえて
出し、
さらに、その極論に対する反論を重ねていく。そして、
ディベート後に論点をまとめ、多様な観点に基づいた中庸と
して、規制は必要であるがその規制をすることで技術革新
を妨げてはいけない、
という意見にたどり着く。ディベート中
の極論として、新しい生命自体を想像することへの恐怖や、
その価値観を持つ人に対する何らかのケアの必要性なども
でてくる。科学コミュニケーターだけでなく、学生や科学者が
真剣に考える場となることとしても、ディベート形式による合
成生物学の考察は重要である。このような研修に参加して、
私自身がもともとあいまいに感じていたこともはっきりした。人
「悪意を持った創造」に関しては、大手の会社は、危ない

は見知らぬもの、知らないものは怖いという感覚を持つ。そ

遺伝子を合成しようとすると、その受託を止めるといったシス

れは当然である。だからこそ、私たちは合成生物学で何が

テムを持っていると公表している。実際、DNAの合成受託

できるかということを積極的に広報する必要があると考えて

を代理している会社の日本代理店に聞いてみると、確かに

いる。

そのような合成の依頼を断ったことがあるという話であった。
「悪意を持った創造」に関しては、
もう1つ、悪意を持った
創造で何ができるかということを事前に知ることが大切であ
ろう。数理モデルに基づいて遺伝子ネットワークが構築され
てその性能が評価される事例が蓄積することで、実際の構
築を行わずとも、遺伝子を組み合わせるとどれだけのことが
できるのかということをあらかじめ予想しておくことが可能に
なるであろう。人類が持っている知識でどこまでが可能にな
るかということを事前に知っておくことは、バイオセキュリティ
の観点からも重要であると考える。
さらに、合成生物学で何
ができるか、
ということを知っている人材が、生物の研究者
だけでなく、社会の広い分野にいるということが非常に大切
だと考える。その意味で、先ほど紹介した合成生物学の学
生国際コンテストにおいて、文系まで含めた様々な学部から
学生が集い、チームでの活動の後、それぞれの専門分野
に戻っていく、
という、学際的な学生チームの活動に意義が
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セッション2「科学とグローバルセキュリティ：大学・研究所における研究の規制・監視そして倫理」

報告1

科学技術の研究倫理と機微技術管理
～科学のリスクに対する管理目標とは～
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授

出口 弘

問題意識
ここでは、広く人間を対象とする研究に関する倫理の問
題を中心に、科学技術のリスクとその管理について考える。

究に関する倫理規定の形成過程を検証する中で、そこで生
じている「倫理」に関する組織の失敗を検証し、
「倫理」に
関する組織制度的な課題を見ていきたい。

いわゆるヘルシンキ宣言「人間を対象とする医学研究の論
理的原則」に基づいたものである。
さらに、機微技術管理に
関する価値や世界観の管理のリスクについて論じていきた
いと考えている。
研究倫理と一言でいっても、いわゆるヘルシンキ宣言に

諸大学での形成過程
ヘルシンキ宣言は、最近では2008年の第59回WMAソウ
ル総会における修正を含め、少しずつ修正がなされてきた。

基づいた調査研究の「倫理」の課題、科学技術のデュアル

ヘルシンキ宣言自体は、基本的には医学が行ってきた歴史

ユースに関して生じる研究倫理の課題、機微技術管理に

的な逸脱のプロセスを基に設計されたものといえるが、当然

関する法的コンプライアンス上の課題、研究者としての研究

その後、時代の流れの中で医学の常識には差異が生じて

の剽窃やオリジナリティに関した研究倫理上の課題、そして

きた。

個人情報保護の問題など、関連はしているけれども直接倫

医学、外科学が始まったばかりの頃、死体泥棒が外科

理とは結び付かないいくつもの課題が錯綜するかたちで存

医における必須スキルのひとつであった時代もある。それ以

在している。

降、いろいろな意味での人間に関する医学的研究が進む

近年、その中でも人間を対象とする研究において、対象

中で、いわゆる逸脱がいろいろなかたちで生じた歴史があ

とのかかわりに関する「倫理」というものが、大きな課題とし

り、その結果としてプロフェッショナルなスタンダードができあ

て研究組織の中で取り上げられることが多くなってきた。そし

がってきたといえる。では、なぜいま人間を対象とする研究を

て、
この「倫理」の課題が組織の失敗と深くかかわっている

一般に広げることが必要になったか。それはやはり、人間を

ように思われる。

対象としたいろいろな研究をしたいというニーズが、特に工

そこでは、領域専門家というプロフェッショナルスタンダード

学側から大きく出てきたためである。

としての「倫理」ではなく、大学という組織のコンプライアンス

そこで2006年ごろから、国内のいくつかの大学において

や研究者のサバイバルスキルとしての倫理という課題が取

医学の部分を除いた「人間を対象とする研究」に関する倫

り扱われているという錯綜した事態が生じつつある。結果と

理審査の規定が導入され、その後、諸大学に広がりつつあ

して、コンプライアンスやサバイバルスキルという目的関数に

る。これは、その典拠が曖昧なまま社会科学から工学まで

従った「倫理」という名前の制度設計が組織で行われつつ

の幅広い研究を「倫理」という枠組みで審査する一種の認

あるのではないか。そうした問題についてよく見ていこうとい

証あるいは検閲制度のようなものでさえありえる。

うことである。
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「人間を対象とする研究」に関する倫理規定の

その基盤となる「倫理」の考え方は、医学生命領域にお

2010年現在、日本の大学組織で行われている「人間を

けるヘルシンキ宣言に依拠した「人間を対象とする医学研

対象とする研究」、ここに医学は含まれないが、それらの研

究」に関する倫理規定と、それに依拠した「疫学研究に関

バイオセキュリティワークショップ報告書

する倫理指針」とは異なり、
「大学における訴訟対策、
リスク

失がなくとも事故に際して被験者を補償する保険の導入が

管理、服務規定」という側面が強い。そこでは「倫理」が、

「倫理審査の前提」として義務づけられており、医学の臨

大学あるいは研究者にとってのサバイバル基準としての研

床研究に限っては、その種の保険が保険会社から提供さ

究倫理規定として位置づけられている。

れている。

審査規定という
「非倫理的倫理規定」が典拠の曖昧なまま

失を証明する必要のある賠償補償の保険を比較的容易に

一部の大学や学協会に広がりつつあり、実際に審査をした

利用できるが、これは被験者に対して過剰なハードルを課

事例からも、そこには明らかに倫理の軽視、安全基準と倫

すもので、
「非倫理的」でさえある。
しかし現状、工学的な

理基準の混同が見られる。

fMRIの利用で調査した範囲ではこの種の補償保険は開
発されておらず、その意味では「倫理審査」
を行う前提条件

fMRIに対する倫理規定と

セッション

事故に対しては、一般に事故にあった側が、実験側の過

バイオセキュリティ

研究者や大学を訴訟から守り、論文を出すための倫理

1

が欠如しているといえる。

倫理審査規定の策定のはらむ問題
ケーススタディとして、fMRIにおける倫理規定と倫理審
査規定の策定がはらむ問題について考えたい。fMRIは医

大学での倫理審査基準の策定の経緯に関して
起きがちな逸脱

た非医学的実験については、被験者に対する医学的リスク

な逸脱を見てみると、研究倫理そのものには、
「人間を対象

への対応、fMRIを用いた実験の倫理的側面、fMRIの機

とする医学研究」がはらむ人体実験の可能性に対する倫

器の物理的安全性の管理は、別の課題である。

理的基準や「臨床研究に関する倫理指針」、
さらに心理学

この中で、医学的リスクと物理的安全性に関する十分

でのアイヒマン実験や感覚遮断実験のような被験者に強い

な体制に対する情報開示を行うということは、倫理規制の

ストレスをかける可能性のある実験に関する基準、人類学・

前段階にあたる。
しかし実際には、ある大学における人間

社会学領域におけるフィールドワークでの対象とのかかわり

を対象とする研究計画等の審査結果の中で「実施にあた

に関するプロフェッショナルスタンダード等、学問領域ごとに

り留意すべき事柄等についての本委員会の意見」として、

それぞれ歴史的経緯を持った逸脱の歴史とその反省に基

「MRIの安全性は社会的に広く知られているが、被験者

づいた議論があり、一律ではない。

の気分等を十分確認し実験を開始すること。
また医療用器

これらに加え、軍事研究に関する基準、バイオテロをはじ

具類等を身につけていないか、再度確認すること」などと書

め悪意ある利用が行われる可能性があるという技術のデュ

いてあるのである。

アルユースに関する視点、政治的な国家間の敵対関係や

生じた時の補償と賠償の差に対する認識が医学領域と

術管理の視点、遺伝子操作・バイオ技術の環境影響・生

工学領域では全く異なる。医学領域では既に、実験に過

殖医療、バイアスのある知の社会的に作り込む恐れをどう評

総合討論

対テロの視点からの技術知識の伝播の管理を行う機微技

価するかという視点など、
さまざまな視点と課題があり、これ

3

らを切り分けて論じる必要がある。
ゲーミングシミュレーションのようなしばしば教育で用いられ
る領域では、参加者がプレーから退出することのできるプロ
フェッショナルスタンダードがあり、
もし自分の価値観に合わ
ない場合は退出しても問題ないことを必ず伝えるといった基
準をファシリテータははじめに身につける。このように領域ご
とで固有の逸脱の構造があるわけで、プロフェッショナルス
タンダードの確立とその共有・学習は各学協会や専門家に
とって必須であるが、それがおろそかになっている現状が明
らかに存在する。
バイオセキュリティワークショップ報告書

セッション

また、補償と賠償の差の認識という問題がある。事故が

2

科学とグローバルセキュリティ

大学・研究所における研究の規制・監視そして倫理

大学での倫理審査基準の策定の経緯に関して起きがち

セッション

療機器として一般的に用いられているとはいえ、それを用い
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倫理に関する逸脱の三つのフェーズ

いわけではない。だがそのためには、それぞれの領域で固

倫理に関する逸脱の形態は、三つのフェーズに区分でき

有の逸脱の歴史や可能性を理解した上で、それをどう防ぐ

る。第一の逸脱は、人間に関する研究に対する倫理的逸

かについて討議することのできる知というものが場にあること

脱のフェーズであり、これは倫理審査の基盤となる課題でも

が最低限の基準になる。
しかしながら大学の中に、理解し

ある。また、広義の安全や補償体制に関する逸脱もここに

討議する知が消え、チェックリストと他者（委員会）への権限

含まれる。

の委譲によって倫理を扱おうとする非倫理的な倫理委員会

第二の逸脱は、倫理的逸脱を防ぐという目的での組織的

が次々と作られているのが現在の大学の知の現状である。

対応における逸脱である。被験者保護の目的ではなく、組

人間を対象とする研究に関する倫理的コミュニケーショ

織防衛やサバイバル基準として「倫理」をエクスキューズと

ンコードは、狭義倫理に関するコミュニケーションコード、安

して使うが、実は安全や補償の体制をなおざりにするという

全に関するコミュニケーションコード、補償と賠償に関するコ

ような組織の逸脱や、学問の固有性に対する無理解や、不

ミュニケーションコードの三層からなる。だがこれらに対して

都合な真実を明らかにするといった学問のミッションを無視

対話合理性の場を活性化することがないままで結局他者に

した結果としての、学問の自由に対する過剰な規制という

権限を委譲した手続き合理性のみに拘泥し、価値の問い直

逸脱がある。

しをせず、対話を行わず、手続きの策定者を分離するという

第三の逸脱のフェーズとして、積極的に政治的利用や自
国の正義のために科学技術を用いようとする政治的、或は

根源的な問題が今の大学にはある。大学でそれが普通に
行われているという知的退廃が最大の問題であろう。

特定の価値観を強化しようとする逸脱がある。この第三の

大学の知的退廃と討議なき倫理の確立を問い直し、倫

逸脱には、社会的に特定の価値をすり込むことやバイアス

理等のメタ的知についての対話合理性を確立することが今

のある知の作り込みという逸脱も含まれる。これは例えばコ

の大学には必要である。機微技術管理やデュアルユースに

マーシャルを研究している人が脳科学を用い、売り込みたい

関する議論も同様である。バイアスのある知識の作り込みに

ものを脳にすり込むにはどうすればいいかといった研究をす

対抗するためには、やはり知の対話の活性化、コミュニケー

ることも、この種の逸脱に含まれる。
しかし、こうしたものを規

ション能力の活性化しか手段はない。

制すること自体が思想統制ではないかというダブルバインド
の状況もあり、第三の逸脱を議論するのはなかなか難しい
構造がある。
こうした逸脱は、一方ではザル法的なアリバイ証明として

逸脱の領域と形態という視点からこれらの逸脱を見ると、
第一の逸脱は、
「被験者や調査対象に対する人体実験、

の倫理審査を生み出し、他方では研究や開発の事前審

社会文化心理的干渉という逸脱」、
「被験者や調査対象に

査、つまり組織による検閲という逸脱構造を容易に作り込み

対する安全上のリスクの増大、それに対する保証体制の不

かねない。
またバイオ技術、遺伝子技術、生殖医療等では、

備という逸脱」、
「機微技術、デュアルユース等によって、当

これらに加えデュアルユースや機微技術管理という政治的

該の技術が本来の学問の意図から外れてテロや戦争に使

なテロ規制という別の視点が付け加わる。
さらにこれが問題

われるという逸脱」である。

であるが、文化的価値観が倫理の議論に混入し、研究のあ
り方に関する議論を極めて見通しの悪いものにする。

第二の逸脱は、
「学問の自由そのものに対する規制や制
約という社会的逸脱」、
「被験者保護でなく研究者の論文

現実問題として、臨床研究に関する倫理規定は、ヘルシ

作成のためや組織の訴訟対策等のために倫理という枠組

ンキ宣言だけでは臨床報告もままならない状態を緩和する

みが用いられるという逸脱」、
「機微技術管理によって、敵と

ために、一種の緩和規定として機能している側面もあるとい

味方を政治的に判別し、それに基づいて科学技術管理を

う。時代が生み出す技術に対し、深刻な安全上・倫理上の

行うという政治による科学支配の逸脱」である。

逸脱を起こさない範囲での社会を変えていくための努力とい
うものが私たちに求められているのもまた事実である。
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それぞれのコミュニケーションコードでの逸脱

そして第三の逸脱は、
「政治的利用、自国の戦争のため
に積極的に科学技術を用いようとする逸脱」であり、
「バイア

そういう意味では、早く倫理規定を作って論文を書けるよ

スのある知識の作り込みという逸脱」がついて回る。このよう

うにしてほしいという工学の研究者からの圧力は理解できな

に、いくつもの逸脱のフェーズが錯綜して起きるということが

バイオセキュリティワークショップ報告書

なければならない。

審査は研究のリスクマネジメントの視点からではなく、あくまで
も研究者個人の研究上の倫理的な基準に基づき、オンリク

機微技術管理への見えざる知の協会の

エストで行われるべきではないか。

一員としての疑義

倫理に関するメタ的な知のコミュニケーションの活性化の

2
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大学・研究所における研究の規制・監視そして倫理

問の自由の根幹に係る事項である。その上で、研究倫理の

バイバル基準に矮小化しない努力が社会的に行われ続け

セッション

基本的には事前検閲の排除は、憲法にも規定された学

ることのできない課題を含んでおり、これを組織や個人のサ

セッション

バイオセキュリティ

最大の問題である。

1

ここで、少し機微技術管理のほうへ話を移していきたい。

地平の増大に伴い、非常に複雑化してきている。そこでは

品に該当しないものであっても、以下について確認を行い、

研究の速やかな促進と逸脱のもたらす人類社会への影響

これらに当てはまる場合は輸出前に許可を得ることが必要

に関して、ヘルシンキ宣言の範囲を超えた問題がいくつも生

です」というように、極めて曖昧である。こうした一見クリアに

じている。それらは領域ごとに固有のプロフェッショナルな課

見えるが実は曖昧な規制は、やや大げさに言えば、大学人

題も多く、他方でそれらを議論するための倫理的課題に関

が潜在的な逮捕候補者となって政治介入を許すリスクがあ

する知の共有が同時になされる必要がある。このようなメタ

る。
また「行為」
と
「表現」を直結させ、行為のリスクを縮減さ

的知の活性化のための施策を、規制ではなく開かれた委

せるために表現を規制するという法理は、社会に表現や意

員会やフォーラム、あるいは教育プロセスの中で大学は継

味の管理者を生み出すという新たなリスクをもたらす。実際、

続的に討議と情報発信のハブとして機能する必要がある。

私たちは歴史的にそういうものと戦ってきたわけである。

他方で、技術のデュアルユースや機微技術管理あるい

例えば、ホームページで公開する機微技術管理はどのよ

は技術の軍事転用、バイアスのある知識の作り込みといっ

うに扱われる可能性があるのだろうか。具体例を挙げて考

た問題は、結局は人類の歴史の中での知の利用に関する

えてみよう。バイオテロの効果に関する社会シミュレーション

深い歴史認識と社会的対話能力の涵養の中でしか議論す

のシナリオ集、最適化のソフトパッケージを遠心分離装置の
バイオセキュリティワークショップ報告書

総合討論

機微技術管理に関するキャッチオール規制は、
「リスト規制
セッション

ための研究倫理の研究審査に関する課題は、科学技術の

3
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性能向上にどう使うかといった事例集といったものをホーム
ページで公開したらどうなるか。これは「情報公開」である
が、その効果は「持ち出し行為」
と同じか、それ以上である。

ぺいを無化しつつある現状がある。
日本では、2004年頃から公益通報者保護法が国家の
内側の法的な枠組みとして作られつつある。これは内部告

「技術的思想の表現」とそれがもたらす「行為のリスク」の

発を行った労働者を保護する法律である。尖閣諸島の映

間の強い関係の有無が最大の論点となるが、
これについて

像流出では、情報を流出させた側が処罰された。つまり内

の議論が全く深まっていない。

部告発者保護の対象ではない。
しかし、流出した情報を

「技術的思想の表現」は思想と行為の中間にあり、それ

掲載した動画サイト等のメディア側は非難されていない。一

自体制御されるべき行為を遂行するための必須の情報を

方、ウィキリークスは情報を流通させる側が国から攻撃され

提供する側面がある。制御されるべき行為、つまりテロのよう

た例といえる。国家の統御下にないメディアへの攻撃の例

なものを遂行するために必須の情報を技術的思想の表現

である。

は提供してしまう。それゆえ思想表現の自由とは別に、一定

ウィキリークスはグローバルな内部告発サイトであるが、そ

の慎重な扱いが必要だということは確かである。ただし機微

の内部が国家の内部の組織で国家の法や倫理に違反す

技術管理では、ホワイト国や紛争リスクの概念、敵味方概

るものではなく、国家の壁を越えた内部告発サイトであるとい

念の差というものがあり、
レッドバージがどこでも起きるというこ

う特徴を持つ。ただし、ウィキリークスはいわゆる原爆の作り
方やバイオテロの情報を流すことはない。先般の公安テロ
情報の流出のようなネット流出とも異なっている。
2010年末に顕在化したウィキリークスの新たな内部情報
公開は、2010年7月に生じたバグダッドでの通信社のカメラ
マンの銃撃画像の流出等と異なり、大使館の外交公電の
流出ということで国家が行っているゲームを無化したことが
国際的な国家の反発を招いたと考えられる。カメラマン銃撃
の場合は、ロシアや中国等異なる立場の国家がいて、従来
の内部告発の延長上で黙認され、更にウィキリークスが独
裁国家の内部告発を流す可能性も期待されていた。
他方で、既に米国でも合衆国憲法修正第1条の関係で

とは当然歴史から学ぶべきことでもある。
機微技術管理がいう、
「公開はオーケイ、密室では駄目、

ウィキリークスを支持する小さな政府主義者の議員もいる。
従来のマスメディアが行っていたリークと比して、ウィキリーク

特定人に渡すのは駄目」という論理は一見クリアに見える

スが行った暴露はあまりに大規模であったため、従来の外

が、ホームページ公開という技術的思想の表現と情報を渡

交が前提として、それ自体はよく知られている二枚舌のゲー

すという行為の間の規制の矛盾が明らかであり、論理的に

ムが成り立たないほどの衝撃を与えた。だがそれがリークし

詰めて行くと、研究内容を検閲して、ホームページに出して

たからといって、誰もが知っているパンドラの箱が開いただ

いい内容か否かも「倫理」委員会、或は機微技術の管理

けだという考え方もあり、歴史のひとつの必然的な進化とも

委員会で審査するという技術的思想についての表現規制

みなすこともできる。ウィキリークスの活動は、ネット人民戦線

への流れにつながるであろう。法理の矛盾が新たなリスクを

などいろいろな言い方をされており、これは歴史によって評

呼び込むことが予想される。

価を受けるしかない。
近代社会は、意味の管理と行為の管理を分離することに

情報隠ぺいと内部告発の倫理
初期のインターネットも国民国家との熾烈なさやあての中

テ（非宗教性）規定と同じで、基本的にこれらは、近代社会

で、現在のカリフォル二アのNPOとしてのかたちを整えてき

では「意味の管理者」を置かないという考え方に基づいて

た。それでも、そのときに仕組まれた国家を越えた情報流通

構築されてきたものである。

の仕組みが徐々に国家や組織を壁とした情報の遮断や隠
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行為と意味を分離した上で、意味を運ぶ情報、言論、表

現を統制せず、それをボトムアップに再構築する時代に私た
ちは入りつつある。
しかし現実には、
「意味の管理」は「行為
の管理」
を効率的に行う方法ととらえられ、国民国家や組織
の壁の中でしばしば導入される。この社会に、表現や意味
の管理者を生み出すというリスクを私たちは国家の壁を越え
てボトムアップに管理する必要がある。このリスクに対抗する
いまの時代に対する歴史認識を持つしかない。多くの選択
について討議し、思想や意味を表現する可能性をぎりぎりま
で探求し、他方で表現を公開することが危険な技術思想で

セッション

バイオセキュリティ

には、私たちが見えない協会の参加者であるという自覚と、

1

あることをも理解した上で、可能な限り情報公開にロバスト
な政治や社会の仕組みを作っていくことが今の時代の我々
に求められていることであろう。私たちはいま、その歴史的
転換点に立っている。

科学とグローバルセキュリティ

大学・研究所における研究の規制・監視そして倫理

セッション

2

総合討論

セッション

3
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報告2

Fink Reportをどう読むか

～規制側から科学コミュニティへの提言～
慶慶應義塾大学G-SEC客員研究員

森本 正崇

科学者ではなく法律を専門とする私がFink Reportを読

1．
科学界の啓発

んだ時に抱いた問題意識は、報告の提言内容ではなくむし

2．
公表段階での確認

ろ提言の作成経緯であった。なぜこうしたものが日本では出

3．
国際的に調和のとれた監視

ていないのだろうか、
という問いも経緯に関心を持った背景

4．
実験計画の確認

にはあった。

5．
バイオセキュリティ国家科学諮問委員会
（NSABB）
の設立

本日の講演テーマには「規制側から」とあるが、私自身が
現在、規制当局の立場にあるわけではない。ただ個人的な

6．
悪用防止のための措置
7．
安全保障部門と科学界の橋渡し

経歴として、防衛省では秘密保全の罰則強化に携わり、自

印象深いのは、7番目の「安全保障部門と科学界との橋

衛隊法の改正に関与した経験がある。日本では秘密という

渡し」である。なぜ橋渡しが必要かということについては、後

ものがほとんど法的保護の対象となっていないが、自衛隊

ほど述べていきたいと思う。

法はその中でも数少ない秘密保護制度である。
また経済産
業省では外為法に基づく輸出管理に携わった。本日は、規

Fink Report「再訪」の視点

制する側と規制される側、両者の視点を踏まえながら話をし
ていきたいと考えている。
Fink Reportの提案
全米科学アカデミーが2004年にFink Reportを公表して
から、すでに6年が経過している。本報告に通底する問題
意識として重要なのは、いかにして安全保障と学問の自由
のバランスをとるかということにある。これは日本人、かつ規
制する側にいた者として常に思うことであるが、バランスをと
るということはどちらの側からも攻撃されるという非常につら
い立場である。なぜもっと規制しないのか、あるいは、なぜ

本日の主題はFink Reportの提言紹介やその是非では

規制するのか。規制強化論者と規制反対論者からの質問

ない。Fink Reportの具体的提言、例えば研究活動はこ

に答えなければならないという非常に難しい面がある。そし

うすべきだといったことについては、研究者の先生方のほう

て当然の結果として一義的に明快な解は得られないため常

が私よりもはるかに詳しい。ここでは内容的なことよりも、この

に批判の対象となる。

Fink Reportが公表されるまでの検討過程、そして公表し

Fink Reportでは、バイオ技術の飛躍的な進歩とテロ等
に関する悪用防止のバランスを図ることを目的とした提言と
して、次の7項目を提案している。
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たという事実自体を見直すという視点を提案したい。
Fink Reportを見直すにあたってのひとつの視点は、政
府と科学界との関係である。Fink Reportは科学界側が自

ら問題意識を持って討議をし、政府そして社会に向かって、

責任であり、自分たちの仕事なのだ。こうした問題意識の

自分たち科学者や科学界の考え方を全米科学アカデミー

設定である。

の名の下に提案したものである。
そしてもうひとつの視点は、法と自主管理の関係である。

多少語弊はあるかもしれないが、世間より自分たちの方が
分かっていて、一歩前にいるかわりに社会全体を啓蒙して

位置づけは、
日本にいる私には非常に新鮮に受け止められ

同時に分かっていない人にむやみに規制をされたくないとい

た。なぜならば、日本でよく見られるのは、こういう規制をした

う側面も当然あっておかしくはない。両者は十分に両立しう

いという提案が例えば政府等から出されると、そんな規制は

る思考である。

けしからんという抗議声明が規制される現場から出される。

このような一連の思考過程は、誰から与えられたものでも

つまり規制する方とされる方という二元的で対立的な図

ない。Fink委員会の中で「自ら」考え、検討するに至った。こ

式で描かれることが多い。
しかしFink Reportは違う。むしろ

うした経緯は日本ではなかなか見られない光景であろう。自

自分たちにとって負担となるような研究の管理を自ら提案し

ら考えるということは、
まず一連の思考過程に対する説明責

ている側面を持つ。

任を負わねばならない。
もちろん結論に対しても自ら責任を負

そこでFink Reportが提案した提言そのものではなく、
ど

1

うということである。

かに着目する。つまりFink Reportが何をすべきだと提案

のGerald Fink氏を委員長とし、微生物学、化学・生物防

していることに注目するのでなく、様々な考慮要素をFink

護の専門家、国防大学教授、軍備管理の専門家等から

Reportのメンバーがどのように判断し結論に至ったのたか。

構成されている。日本人の私から見て特徴的だと思うのは、

それこそが本講演の主な関心事項である。

科学者が中心になっている点である。同時にバイオテクノロ
ジーの専門家が中心であるが、その他の分野の専門家も
入っており、極めて分野横断的な構成となっている。
分野横断的な構成ということで、慶應義塾大学グローバ
ルセキュリティ研究所（G-SEC）の枠組みも、小さなコミュニ
ティながら非常に実りの多い場である。本日のセミナーに象
徴的に見られるように毎回、異なる分野の専門家の意見を
聞くたびに、自分ではまず思いつかないようなことが常にイン

2
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大学・研究所における研究の規制・監視そして倫理

Fink委員会は、マサチューセッツ工科大学遺伝学教授

セッション

のようにしてFink Reportはこうした結論にたどりついたの

問題意識の設定

セッション

いく責任も同時にあるのだという問題意識の設定であろう。

バイオセキュリティ

科学界側からの主体的取り組みとしてのFink Reportの

プットされる。こうした分野横断的な枠組みは、
日本ではなか
なか見られないであろう。その観点からもG-SECでの取り組
総合討論

るいは「タコつぼ」などというが、おそらくそれは役所に限った
ことではない。役所だけでなく日本社会共通の傾向として、
まず、彼らは、
どのようにして問題意識を設定したのだろ

3

知見のない分野（アウェイ）
よりも専門分野（ホーム）で仕事

うか。Fink Reportでは次のように問題意識を設定する。

をする方が楽なのである。
しかし、バイオテロ対策に典型的

バイオテクノロジーの進歩が進めば進むほど、その悪用の

に見られる今日の複雑な問題領域では一分野のみの専門

可能性も同時に心配されるようになってきた。
しかし、情報

性では対応できない。関係する他分野の知見を広げないと

機関や法執行機関には科学の知識が不足している。政府

問題の全体像を把握できないことも多い。
また自分だけでな

には、バイオテクノロジーだけを専門にやっている人間が集

く他分野の専門家との共同作業が不可欠でもある。本日の

まっているわけではなく、少なくとも科学界に比べて知識が

セミナーで生命科学には門外漢の私が話をさせていただく

不足していることは明らかである。そうであるならば、生命

ようにアウェイの場面で自らの問題意識を披歴し、恥をさらし

科学者には生物戦やバイオテロの発展に貢献しないように

ながらも同時に大いに自らの知見を広げることができる。この

する道義的な義務があろう。それが科学者たる自分たちの

ような機会を提供してくれる
「場」は日本では非常に少ない。
バイオセキュリティワークショップ報告書
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みは貴重なものと言えると思う。
よく役所のことを「縦割り」あ
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バイオ技術の特徴に対する認識と管理
さて、Fink委員会がバイオテクノロジーに対してどのよう

いた。こうした得失を理解したうえであえてDHHSの内部、

な認識を持ったか。報告書を見ると、機微技術として最も管

つまり政府機関としての設置を提案した。つまり、
「ミイラ取り

理が厳しい核物質との比較について書かれている。核物質

がミイラになる」ことを懸念しながらも、逆に「ミイラ」のところ

はその出自からも明らかなとおり、
もともと秘密情報、極秘情

へ行かない限り、有効な政策のインプットはできないと彼らは

報、軍事情報であり、常に管理される対象であった。一方、

判断したのである。

バイオテクノロジーにはそのような意識はない。医療の本来

彼らが非常に立派だと感じるのは、外からただ口を出す

の目的は人助けであり、バイオテクノロジーが核物質のように

だけでなく、自分たちが主体的に参加するというリスクをとる

「危険」だという認識がもともとない。これは科学者全体の

ことを明確に認識した上で提案しているということである。そ

認識としていえることであろう。

34

を与えられない、
とFink Reportの中でその得失を認識して

うしたリスクをとることによって、安全保障部門に対する政策

また、核物質は物理的なアクセスの制限が比較的容易で

インプットができるようになる。米国の安全保障部門にはDoD

ある。例えば、ウランは天然に存在するものの割と希少であ

（米国国防総省）をはじめ国土安全保障省、さらにFBI等

る。そして核分裂するようなウランやプルトニウムを集めるだ

の法執行部門といったテロ対策に非常に重要な機関が含

けでも非常に大規模なプロジェクトとなるため、材料自体のア

まれる。他にもCIAといったインテリジェンス部門もある。それ

クセスを制限することは、管理としてそれなりに有効なのであ

らすべてが広い意味での安全保障部門である。そうした安

る。一方バイオテクノロジーでは、例えば炭疽菌などは土壌

全保障部門と科学界の橋渡しとなるべく、実際にNSABB

中にも存在する。材料が自然界に存在しているため、アクセ

は設置されたのである。

スを制限するのは非現実的である。つまり、たとえバイオテク

Fink ReportやNSABBがリストアップしたデュアルユー

ノロジーが危険な要素があるからといって、核物質と同じ管

ス性を持つ懸念実験は、全て微生物研究に基づくもので

理を持ち込むのは無意味だというのが彼らの結論である。

あるが、他の関連研究、例えば理論研究やシナリオ構成、

そこでFink Reportでは、自主 管 理を中心とすること

応用研究（製薬処方や神経科学研究等）
もデュアルユー

を提案している。そして、科学者自身がチェックすると同

ス懸念がありうる。こうした新たな懸念については、2年後の

時に、NSABBを米国保健福祉省（DHHS）内部に設置

Lemon-Relman Report（”Globalization, Bio security,

し、NSABBのメンバーに科学者が入ることを提案した。

and the Future of the Life Science”(2006)）に継 承さ

NSABBのようなチェック機関を政府機関とすれば独立性

れている。こうした経 緯の持つ含 意は、Fink Reportや

が懸念され、他方で完全に分離すると政府の政策に影響

Lemon-Relman Reportがそれぞれで何を提言しているか
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だけではなく、前の実績を基にしっかりフォローアップされて

も作ろうと提案するのは簡単だが、では、
どこに誰が作るの

おり、言いっ放しではないということである。

かというと、なかなか想像しにくいのが現状であろう。

Fink Reportのアプローチ

法規制に対する考え方

ず政府や社会の問題意識に対する共感である。日本では、

を整理しておく必要がある。基本は人間の活動は自由であ

なぜか「政府対社会」という対立項ができやすい不思議な

る。本来、自然状態では自由であり、人の思想はもちろん、

状況がある。
しかし民主主義社会では本来、政府側からす

行動も自由である。ただ人と人との権利の衝突が起きた場

れば、社会に対立して政府が規制する意義は存在しない

合に、その衝突をどう調整するか。法というものは、そこから

はずである。社会のニーズがあるからこそ政府で汲み取ら

発展してきている。法規制がなければ基本的に自由である。

ざるをえないという構図が想定され、対立ではなく社会の問

これが重要な出発点である。
「無法地帯」になると不具合

題意識に共感するという姿勢がみられるはずである。Fink

が起きてくる。不具合があるからルールをつくるけれども、不

Reportのアプローチも「自由対規制」という文脈で議論して

具合がなければルールはない方がいい。

いないことが分かる。要するに、自由を制限する国家権力に

次に、誰がそうした規制を求めるのか。バイオテロ防止と

対し、自分たちがどのように抵抗するかという問題の設定で

いう文脈では「安心・安全」を求める主体は誰か。先ほど

はない。

の「政府対社会」という構図からいえば、政府が規制を求

に規制に反対という結論を出せばそれで済む。
しかし、彼ら

らかに違うであろう。
「安心・安全」という文脈で考えた時に

は自分たち自身が意思決定の場に影響を与え、なおかつ意

「安心・安全」のためという規制を求める主体は、社会の側

思決定に参画するという立場を明示的に持っている。被規

であるというのが私の基本的な理解である。

制者としての異議申し立ての域をはるかに超え自主管理す

では、なぜ法規制が必要なのか。規制が必要な状態と

るという提案を出しているのである。こうした立場を示すに至

は、つまり無法では不都合な状態といえる。その不都合とは

る考え方の一つとして、自分たち自身が社会の中に生きてい

一体何で、なおかつ規制することによってその不都合は解

るものであり、社会とのかかわり合いにおける科学そして科

消されるのか。それが法の目的や価値ということになってくる

学者という位置づけがある。ここでも思考はやはり分野横断

わけである。

的なのである。

総合討論

め、それに対する社会の反発という文脈になるが、それは明

3

原則自由であるはずの行為を規制するのは立法による

また、Fink Reportの存在だけでなく全米科学アカデミー

のが民主主義国家の基本である。つまり法の考え方からい

という
「場」が存在しているということが実は非常に重要であ

えば、民主的に選ばれた国会議員によって決められたルー

る。日本にはそもそも全米科学アカデミーに相当する検討の

ルだから守るということが基本であり、自らが選んだ国会議

「場」がない。誰もやっていないから同じような「場」を日本に

員によって決められたルールは間接的に自分自身で決めた
バイオセキュリティワークショップ報告書
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という文脈で問題設定するならば、基本的

2
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て、そもそも法規制とはどういうものかという基本的な考え方
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みたい。Fink Reportのアプローチとしてうかがえるのは、
ま
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そこで法規制か自主管理かという問題を考えるにあたっ
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ここで、Fink Reportのアプローチについて再度見直して

1
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ルールなので従うということである。ルールの責任の所在は

Fink Reportも既存の法を前提とした上で自主管理を提案

法を決めた国会にあり、ひいては自分自身に帰着する。

している。この点も重要であり必ずしも「法対自主管理」とい

したがって私が非常に嫌うのは、自粛というものである。

う対立的な構図ではない。

日本人は自粛というものを好むようであるが、そこには何の

また、法がないとすれば、それはなぜなのか。法規制に

責任の所在もない。自粛した責任は誰にあるかというと、自

よる不利益が極めて大きいため、法では規制できないとい

分自身にある。勝手に止めたのだということで済まされる。自

う場合が考えられる。それならば自主管理ということがある

らの意思のみで自粛することは自由である。
しかし多くの場

が、特に規制する必要がないのであれば自主管理も必要

合、なぜ止めなければならないのかといえば、実は圧力をか

でない。つまり、自主管理は基本的には法規制を補完・代

けている者がいるからである。
ところが圧力をかけている者

替するという機能であって、全く規制の必要性はないけれど

には、それが個人にせよ、組織にせよ、説明は一切求められ

もやってみようということはないはずである。そして、規制側

ない。先ほどの無法状態との関係で、
どういうことを自粛す

に自主管理の内容を決めるように依頼することはできない。

べきなのか。止めなければどのように困るのか。そうした説明

それでは「自主」管理ではない。
もちろん規制側に自主管

は求められない。自粛という形で説明責任が不在のまま実

理のお墨付きを得るといったことは考えられるが、何らかの

質的な規制が可能になる。だから自粛というものは非常に

形で規制される側が自主管理の内容について検討するこ

危険である。それが私の見解である。

とが必要になる。

原則的に自由な行為を規制する以上、法にはそれ相応

Fink Reportの特徴は、何といっても自分たちで考えてい

の目的が必要である。必要性だけでなく相当性も必要であ

るということである。規制される側の人が、
どういう規制なら

る。例えば輸出管理においては、輸出したものが大量破壊

実現可能であって、なおかつリスクとそれに対する対応策と

兵器として使われることを防ぐ最も有効な管理は、輸出自体

して過剰規制にならないかということを考える。そして、必要

を一切禁止することであるが、そうした規制は明らかに相当

性や相当性を説明する責任も自主管理をする側にある。さ

性を失っている。いくら必要があったとしても、相当の規制で

らに、その自主管理を提案しているコミュニティ自体に対す

ない限り許されない。

る啓発等も提案する側が負うわけである。法ならば国家が
負うものを、自分たちで負う。つまり管理内容の透明性の確
保と履行責任を負う。これは規制する側から見ると、規制の
リスクやコストを肩代わりしてくれるということである。
当然、非規制も忘れてはならない選択肢のひとつである。
法規制か自主管理かのどちらかではなく、規制をしないとい
うオプションがあり、実はそれが原則でもある。まずはそこか
ら出発しなければ、容易に自粛のような話になってしまうわけ
である。
またその反面、先述のように自主管理をする側には
さまざまな責任が生じてくるわけであるが、そういった責任を
担う主体が期待できない場合は、
どうしても法規制か非規

規制に必要な理由があったからといっても何でも法規制
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制のどちらかになりがちである。

すればいいというわけではなく、何らかの規制が必要な一方

最後に研究と社会的責任との関係を考えると、
「この研

で、法規制による不利益も大きい場合もある。この二つをバ

究には法規制がないから自由だ」という抗弁はいかなる場

ランシングさせると、Code of Conductといったものが有効に

合にも万能ではない。たとえいくら法規制を厳しくしても規制

なる場合がある。例えば倫理規定のようなもので、法規制に

には必ずタイムラグがあり、
どうしても最先端の研究には規

馴染まないからといって無法地帯にしておくのもよくないとい

制が追いつかない。また善意は必ずしも免責されるわけで

う場合、自主管理という考え方が成り立ちうるのではないか

はない。善意に基づく研究であったとしても、それがどう使

ということである。ただし、その自主管理を考えるにあたって

われるかは別の問題である。ただ、これは研究の結果責任

は、既存の法があれば法に従うことは当然の前提である。

を全て負うべきだという意味ではない。一方で、研究結果の

バイオセキュリティワークショップ報告書

「悪用」について意識できるのも研究者である。結果論で

てCode of Conductの直輸入はやめなければならない。や

人を責めることは極めて簡単であるが、研究者自身に因果

はり、研究活動の自由と安全保障という対立する二つの価

関係的に責任があったかどうかは全く別問題だ。
したがっ

値のバランスのとり方は、自分で考えなければいけないとい

て結果論から安易に研究者の責任を追及してはならないと

うことである。

い、
という両面がある。少なくとも研究の「悪用」について研

「場」が必要である。その「場」は、少なくとも分野横断的で

究者自身が常に意識しておく必要性を指摘することはできよ

なければならない。そして、継続的に議論の蓄積が行われ

う。こうした要素も法か自主管理かを考える際の一つの重

なければならない。そういう意味で、G-SECにおける分野横

要な考慮となろう。

断的な取り組みの蓄積は非常に有益である。今後、
どのよう
な「場」を形成していくかという問いが当然必要であろう。議

バイオセキュリティ・カルチャー
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そのためには、まずFink委員会にみられるような議論の
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同時に、研究者がいかなる場合でも免責されるわけではな

1

論できる環境の整備とともに、同時に議論に参加しうる人材
の確保もまた難しい課題である。
こうした「場」と人材供給の例として輸出管理と産業界の
例を示したい。
（財）安全保障貿易情報センター
（CISTEC）
では、輸出管理（機微技術管理）に関する知識やベスト・プ
ラクティスを蓄積している。CISTECは20年以上、産業界の
議論の「場」として機能してきた。そのため産業界からアウト

る人材を提供している。
ただ当然ながらCISTECの経験には限界もある。機微技
限することであり、突き詰めていくと人権に立ちあたる。人

本から外へ出していくという最後のフェーズであり、例えば

は基本的に自由である。そのため全ての分野に共通して

技術そのものの輪廻転生のようなことを考えても、その一部

法規制は最小限が望ましい。これは学問の自由や経済活

にすぎないといえる。また、CISTECはこれまで大学や研究

動の自由以前の問題である。一方で、規制がなければ何

機関だけでなく、ライフサイエンス分野や製薬業界からの認

をしてもいいのかという問いが同時に問われるべきであり、

知は低かった。
しかしながら、CISTECが輸出管理を議論

問い続けられなければならない。こうした観点からCode of

できるひとつの「場」としての機能を担っていることはたしか

Conductの普及の是非も検討されるべきであろう。

である。

しかし、たとえCode of Conductが有効だという結論に

最後に申し上げたいことは、繰り返しになるが、
「場」を確

到達しても、例えばオランダ王立科学芸術アカデミーによる

保して議論し、科学者の方から政策を打ち出していくことで

「A Code of Conduct for Bio security」が素晴らしい

ある。
「何とかすべきではないか」と問われ、答えなければい

ということで、それをそのまま日本語に訳しただけでは「仏

けない責任が政府側にあるならば、
「そうですね。やはり何と

の目に魂が入らない」状態である。外形だけを取り入れ中

かしなければいけませんね。それではこういう規制はいかが

身がないだけならともかく、明らかに過剰規制に陥る危険

でしょうか」ということになってしまうのは目にみえている。その

性がある。本日Fink Reportについて検討したのは、Fink

ような時に、
うまく政策をインプットして誘導できるようなFink

Reportの背景にある思想というものをある程度共有する重

Reportのようなものが必要になってくるのではないか。求め

要性を認識するためでもある。本来、規制する側は規制に

られていることは「こういう規制」に対して規制される者とし

よる利益を確保したいだけであり、過剰な規制を求めるイン

て不平を述べることではなく、
「何とかすべきではないか」と

センティブはない。逆説的だが自粛の議論同様、自主管理

いう問題意識に対する科学界としての主体的な見解なので

が過剰規制を招く危険性も認識する必要がある。
したがっ

ある。
バイオセキュリティワークショップ報告書
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術管理はもちろん輸出管理が全てではない。輸出とは、日
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出管理のプロフェッショナルが存在しており、議論に参加す
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プットには政府に対する説得力がある。同時に産業界に輸
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報告3

規制とコミュニケーションの
社会システム論的分析
法政大学社会学部常務理事・教授

徳安 彰

情報としての機微技術
機微技術管理の何が問題なのであろうか。技術であるか

ロジーに関していわれてきたことであるが、単純に考えれば、

らには、実体（具現化された人工物）としての機微技術が

それは悪い目的や意図を持った主体が起こす厄災である。

存在する。核物質等の場合には、その現物管理という部分

具体的には、ならずもの国家あるいはテロ国家などとい

に焦点がいく。バイオの場合には現物管理もままならないと

われているどこかの悪い国があり、バイオ技術を手に入れ

いうような話であったが、
まだ現物があれば実体がそこに存

れば生物戦をしかけてくる恐れがあるといった話。あるい

在するので、何がしかの方策があるだろうと私などは思うわ

は、国家でなくともアルカイダのようなテロ集団がところ構わ

けである。

ずテロをしかけてくる。そうなってくると技術を規制しなけれ

技術のもとは情報と知識である。情報と知識に基づいて

ばいけない。

何がしかの工夫をすると、その技術が実現する。そして、そ

では、善用にリスクはないのかというと、善用にもリスクはあ

の技術はこういう使い方ができる。善い使い方にせよ、悪い

ると思われる。原子力発電についてはいろいろな議論があ

使い方にせよ、それは情報のレベルで見えてくる。

るが、少なくとも日本では公式に善用している。
しかしリスク

DNAの合成委託の話があったが、それはまさしく情報

はあり、一発で大変なことになる。

を提供し、物をつくってもらうということで、研究している組

これは技術を規制するということではなく、技術は実際に

織から出ていくのは情報だけであり、物は外でつくられてい

実用化されているのだけれども、本当にそれがリスクをきちん

る。本当はそれを信義に基づく契約によってセキュリティを

と低減できるだけ制御できているのかどうかという問題であ

保持しつつ、
また物を戻してもらうというかたちになっている

ろう。

わけであるが、その情報管理は、物の管理に比べてはる
かに難しい。
それは、
「多層的主体」の多元的関係におけるコミュニ
ケーション規制の問題になるためである。この「多層的主
体」の何が多層なのか、多元的関係とはどういうことなの
か。これが本日の話の中心となる。
社会学的あるいは社会システム論的にみると、コミュニ
ケーションの関係は非常に複雑である。そのため、情報はど

社会学者からみると、デュアルユース問題というのは、悪
用のリスクだけを素朴に問題にしているように感じる。
また疑
問に思うのは、
リスクの評価は事前にどこまでできるのかとい
う点である。
経産省の輸出管理のリストを見ると、
こんなものまで駄目な
のかというものまで駄目だと書いてある。例えば、赤外線関
連のある技術を使うと暗視ゴーグルがつくられてしまうから、
そんなものは出してはいけないと書いてある。

こを境界にして管理するか。そのための規制のかけ方、あ

しかし、その類のものがどんどん民生化していき、およそ

るいは仮に倫理規定のようなものがそこにあるとすれば、倫

軍事的な要素とは関係なさそうに見えるものが、技術として

理の守り方というのは誰がどうつくり、
どう守ればいいのか。

軍事的に転用されてしまうことがないとはいえない。そんなも

そうひとしなみにはいかないわけである。

のを事前にどこまで評価できるのだろうか。その辺の問題も

技術が全て善いものであるならば、
こんな話をする必要は
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全くない。
しかし、悪用のリスクがある。特にこのバイオテクノ
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考えなければいけないことであろう。

そもそも悪用というのは、何をどうしたら悪用なのか。テロ

さらに、戦争の場面における兵器の行使といったレベル

や戦争といわれると直感的にわかりやすいが、本当に普遍

であれば善悪を区別できるかもしれないが、それを行使する

的にこれが悪用でこれは悪用でないという区別ができるの

前段で行われる研究のレベルでは、
どちらもほぼ同じことを

だろうかという気がしてならない。実際、区別する主体によっ

やっているわけだから、研究自体の善悪の区別はつけよう

て基準が違うのではないか。

がないのではないか。そんな気がしてならない。

織、個人などいろいろな主体が、
これは悪用でこれは善用だ

をやっていても、あちらは悪いことをやっている。我々は正義

という区別をすることが可能なわけであるが、特に国家がそ

のため、防御のためにやっているのだから、善いことなのだ

れを行う時に、非常に留意すべき問題が発生する可能性

と。そんな勝手な論理が本当に通じるのだろうか。特に米

が高いと思われる。

国系の文献には、それが顕著に見られる。

例えば、バイオテロあるいは戦争における生物兵器の使

別のいい方をすれば、バイオ技術は本来、医療つまり人

用といったことを考えた時に、ならずもの国家があり、生物

類の福祉のために使われるべき技術なのだときれいに建前

兵器が存在し、行使される可能性があるならば、善い国家

で考えると、その技術は普遍的に全人類の福祉のために

は当然それに対するディフェンスを考えなければいけない。

普及されるべき事柄である。
しかし、それと同時に悪用のリ

ディフェンスのための知識が当然必要になってきて、解毒剤

スクも全世界に広がっていくという問題を抱えている。そうし

やワクチンといった技術開発が国家責任として行われるわ

た中での善悪の区別の問題だということである。

けである。
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そうなると、
ダブルスタンダードの恐れが出てくる。同じこと
バイオセキュリティ

どのような主体かということでは、国際機関や国家、組

1

また、善用と悪用は科学技術知識の生成過程のどの時
なレベルで審査・規制の問題がかかってくるわけだが、その

ディフェンスのためにあくまで防御のためだけに使うか。その

悪用可能性というものがどこまでわかるのか。先ほどと同様

善用と悪用を区別する線引きは本当にできるのだろうか。

の話である。

2
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に、最後に悪い意志を持った者がそれを兵器として使うか、
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点で区別できるのか。実験の事前評価と事後評価等、様々
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すると、実質的な研究としてほぼ同じことをやっているの
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さらに、
どのような主体が悪用可能性を規制・管理してい

学技術が発展することを願って出すであろうし、バイオ技術

くのか。規制や管理は、規制や管理をする主体に正当性が

に関していうならば、特にバイオセキュリティにかかわるような

なければならない。
また権限を持ち、実効性がなければなら

国防的なニュアンスもそこに含まれてくる可能性がある。

ない。そのためには、規制に反した場合には厳しい制裁が
生じる仕組みを担保しておく必要がある。

それこそ悪い国家であれば、軍事的転用を狙って資金を
出してくる可能性もある。そうなってくると、科学者が知識の
段階でやっていること自体は同じであっても、研究目的その

科学的知識の中立性
よくいわれる議論として、科学的知識そのもの、あるいは
科学的な営為そのものは中立的である。使い方を間違える

ものが資金提供主体や権力主体によって定義される可能
性がある。また、研究資金の獲得可能性が資金提供主体
の利害によって左右される可能性もある。

と、そこだけがいけないかのような話がある。
しかし、いまの
科学研究の状況を見た時に、そんな能天気な話でいいの
だろうか。
つまり、科学と技術は非常に密接に関連してきている。

善い技術は全世界全人類の福祉のために使われてしか
るべきだと思うが、逆に善用として普及したものがデュアル

200～100年前頃の状況を考えると、技術は必ずしも科学

ユースで悪用される恐れがあるならば、管理・規制もグロー

的な知識と結びついておらず、経験知というものが先にあっ

バルに行われる必要がある。それが当然、論理的な筋と

た。つまり、
とにかくやってみたらこうなった。なぜかはよくわか

なってくる。

らないけれども、
とにかく原因と結果の関係がほぼ100％成り

すると世界政府のない現状では、国際管理組織のような

立っていて、それを基に応用すれば何か使えるものができる

ものをつくらなければならないということになってくる。だが一

といったレベルの話もかなりあった。

般的に議論となるのはこうした話ではなく、その下の国家レ

現在の最先端技術は、そのような経験知だけでは成り

ベルの話である。

立っていない。理論的知識、科学的知識を前提とした技術

一方で、生物戦やバイオテロのことを考えると、防衛や安

開発となっている。
また逆に科学的知識も、技術的支援なし

全保障の観点から悪用に対するディフェンスという意味で

に紙と鉛筆あるいは頭の中だけで構築できるようなレベルで

の技術が重要になり、あるいは善用という観点からいえば国

はなくなってきている。観測・実験・シミュレーションといったい

民の福祉といったことが問題になり、国境での管理規制を

ろいろなレベルで技術による科学的知識の展開の支援が

するということになると、経産省の外為法を使ったような輸出

不可欠になっている。

管理の話にもなっていく。

そして、そういった技術が必要になってくると、研究資金

もうひとつ、大学や研究所等での管理という問題がある。

の問題が出てくる。紙と鉛筆で済んだ時代には、科学者が

これは組織のレベルとして考えられる。Fink Reportでは科

外からファンドを取ってくるような努力をする必要はなかった。

学者共同体といった書き方をしているが、科学者共同体と

しかし、いまどきは理論物理学でも状況は変わっており、数

いったような漠然としたものと、特定の大学・研究所といった

学でも最近はスーパーコンピューター等を使うため、資金な

ものは必ずしもイコールではなく、組織が動く原理もイコール

しにはできなくなっている。

ではない。そこも考える必要がある。

基本的に、文系からみると0の数が2桁、3桁も違うような

さらには、科学者個人の置かれた状況も非常に重要であ

ファンドを取ってこなければ何もできないような状況である。そ

り、多元的なメンバーシップや役割の多元性といったものが

うなると、
どこから資金を持ってくるのか。たいていの場合、

必然的にもたらし得る情報の流通経路の複雑性のような問

その資金を出す主体は政府系のものであったり、民間のファ

題が出てくる。

ンドであったりするわけであるが、
どういう理由で研究資金を

また繰り返しとなるが、善者と悪者はどうやって決まるの

出してくれるのか。その主体は、中立なる科学技術の正常

か。俗にいうテロ国家やテロ集団だけが悪者ならば話は

なる発展のためというきれいごとで簡単に資金を出してくれ

比較的簡単であるが、いかなる主体が善者と悪者を区別

るのか。

しているのか。グローバルかつ普遍的な区別は可能なの

その主体が政府であれば、少なくとも他国よりは自国の科
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か。特定利害を持つ主体による区別はいかなる正当性を

用といったことは区別しようがない。
悪いことであっても、それが現実化するということはすなわ
ち真ということであり、真偽の基準と善用・悪用の基準がず
れている。その意味では、科学は中立的なのである。だか
ら、科学の内在的論理では知識探求の規制はできない。
Fink Reportでは、学者自身が自主規制をするような議
基づいて自主規制をしたわけではないと思われる。科学の
論理だけでいうと自主規制も何もないわけで、真理の探求を
続けるだけのことである。
しかし、その社会的な波及効果、

セッション
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論をしたということであるが、それは科学者が科学の論理に

1

つまり科学の境界を超えたところでの波及効果がどうなるか
ということについて、知らないとはいえない事態に立ち至って
いるということをどう認識するかの問題であろう。
法は、世間的に最もわかりやすい規制力を持っている。
合法と不法あるいは合法と違法を善用・悪用と重ね合わせ
れば、善いものは合法であり、悪いものは違法あるいは不法
であるというかたちで統制することができる。実際、正常に

基本的に善用・悪用と非常に重なりやすい論理を持ってい
るが、実効性がない。つまり法は司法機関があり、政府機
持つのか。

関があり、それによって実行力も持ち得るし、場合によっては

そもそも個人レベルになれば善い・悪いといえるのかもしれ

強制力も持ち得る。極端な話では物理的な暴力を用いた

ないが、国家や組織を丸ごと善い・悪いといえるのか。
また、

強制力まで持ち得るわけであるが、倫理にはそのような規制

善なる国家や組織そのものの中に、悪なる組織や個人は存

主体が存在しない。

在しないのか。そういう問題もある。

つまり倫理の場合、結局のところ、実効的拘束力は個人

家だと思ってやっているのであるが、実際にはアメリカの外

的な社会においては、これほど強い規制力はない。それに

からならずもの国家や、アメリカの外にいるアメリカ人でない

よって天国へ行くか、地獄へ行くかが決まってしまうためで

テロ集団がアメリカを責めてくるばかりでなく、現実にいま起

ある。
しかし、脱宗教化した社会における倫理というものは、

こっていることは、特に国家でないテロ集団の場合、アメリカ

強い人にとっては強いかもしれないが、社会的な強制力とい

の中でアメリカ国民を使ってテロを起こすような可能性が否

う意味では非常に弱い可能性が高い。

総合討論

の心がけや意識に依存する。世俗化する前の宗教が支配

3

定できなくなっている。
そうした場合、政府が社会と対立して規制をするのは変
だという話があったが、まさにその問題が起こってくる可能
性がある。

情報の境界管理
結局、情報の境界管理について考えていくと、特に国家
の境界と科学者共同体・組織の境界はいろいろ違うという
気がする。国家の場合は法的規制ができるけれども、科学

規制・管理の倫理
科学は真偽を探求する学問である。そこでは真か偽かと
いうことが問題とされる。この知識は真であり、
この知識は誤
りであるという判定基準であるため、知識の善悪や善用・悪

者共同体・組織というものはそれ自体が法的規制をするわ
けではない。それは、政府が科学者共同体・組織に対して
法的規制をかけるかどうかという問題である。
科学者共同体・組織自身は自主規制しかあり得ない。情
バイオセキュリティワークショップ報告書
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倫理はもうひとつの難しいコードである。倫理というのは、

セッション

法が機能している社会であれば、実効性を持ち得る。
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報流通にもいろいろなパターンがあり、
しばしば範囲は国境
を越えていく。
文系は比較的ドメスティックな学会が多いが、理系はドメ
スティックな学会であっても国際学会といちいち言うのも意
味がないほど国際的であるのは当たり前である。そうなると
情報の流通として、国境管理のようなものは最初から抜けて
しまっていることになる。
科学者共同体や学会、研究機関というのは、
どうもそれ
ぞれ違うような気がする。科学者共同体というのは、非常に
曖昧な概念である。科学者全部がこの中に入るといえば入
るわけであるが、メンバーシップがはっきりしない。境界もはっ
きりしない。組織原理は、
ますますはっきりしない。
だから境界管理機能というものは、そういうはっきりしない
ものにはない。あるとすれば、せいぜい科学者の名声という
ものが共同体全体の中で決まるものとして、それの配分によ
る制裁機能が多少あるかもしれないという程度の話である。

個人研究者についていえば、社会学的にはごく当たり前

しかし、誰がそれを配分するのか。どうやって配分するの

のことであるが、個人研究者は複数の社会システム・組織

か。必ずしも明確ではない。そこで結局、科学者共同体に

に属している。すると、それぞれの組織やシステムにおいて

おいては、個々の意識に依存した自主規制という話になって

地位や役割を持っており、多元的な役割を持っている。

しまう。

42

個人と情報

個人研究者が違うところへ行くと違う接触のネットワークを

一方、学会や研究機関というのは、メンバーシップによっ

持っているということになり、そこから情報漏洩の可能性が

て明確に規定される組織である。学会には学際的な学会も

出てくる。ひとつの組織の中で完結しているのであれば、そ

あるが、その多くは特定の専門領域の研究者をメンバーと

こでの情報セキュリティは適切なポリシーをつくって規則を

し、国際学会であれば当然複数の学会に属する研究者を

遵守させれば収まるかもしれないが、頭の中に同じ知識を

メンバーとしており、複数の研究機関に属する研究者をメン

持った人間が組織の外へ出ていく可能性は常に存在して

バーにしている。

いる。

そのため、ここでは専門的知識や専門性に基づいた規

つまり、ある大学に属している研究者が、その大学の規

制の可能性は存在するが、専門家ばかり集まっていると外

定は守っていたはずでも、学会へ出かけて行って自分の大

が見えない。自分たちの専門領域を発展させるという利害

学以外の人々とコミュニケーションをしていると、それは学会

を社会的な波及効果との関係で相対化する視点が内在

だから、学術的だからいいだろうと思って、そこでつい喋って

的には出にくい可能性がある。

しまう。つまり、大学の中に留めておくべきだと大学の論理で

一方、研究機関、おもに大学や研究所も同じようにメン

はいわれている事柄を大学の外へ出してしまう恐れがある。

バーシップによって規定される組織であるが、特定の専門研

ましてや同業者でない政府関係者、あるいは経済組織・

究所を除いた多くの研究機関、特に大学は多領域の研究

企業の関係者等と話をしていくと、
ますます尻抜けになる恐

者をメンバーとしていることが多い。

れがある。それは個人の心がけで済む話ではなく、役割が

さらに研究機関の場合、学会がファンドを取ってくるという

多元的であればあるほど必然的に起こり得るリスクであり、

ことはあまりないと思うが、研究機関はいま日本に限らず世

それを組織が全て規制するのは極めて困難ではないか。

界中において研究のためのファンドは必須であり、研究所は

秘密保持という簡単な一言で片づけられる問題ではない。

もとより大学も何がしかのファンドを取ってこなければならな

さらに、そこへいろいろなメディアが絡んできて、特に電子

い。すると、そこに研究外の論理が入ってきてしまう可能性

的なメディアが発達して以来、電子的なメディアを通した情

がある。

報が組織の境界を簡単にすり抜けて流通してしまう可能性
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が非常に大きくなってきている。インターネットの発達以来、誰
もが知っていることである。こうしたメディアと、先ほどの最も
アナログな人的交流における情報漏えいの可能性の両者
がシビアな問題として立ちはだかっている。
そういう中で仮に規制が成り立つとするならば、つまり明ら
かに悪用だと思われ、規制するのが妥当だと思われる事象
によって、
どういう実効性を持って、何を、
どこまで、規制でき
るのか」。こうした複雑な構造の中で的確に押さえていく必
要がある。

セッション

バイオセキュリティ

が起きた場合、
「どの主体が、
どういう論理（あるいは原理）

1

そうしなければ、やみくもに網をかけようとして規制過剰に
陥るようなことや、自分の組織のところだけ管理していれば
社会的責任はまっとうしたといって、実は境界をすり抜けて
尻抜けになっていたということが起こるのではないか。そのよ
うに門外漢は考えたわけである。
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セッション3「総合討論」

総合討論は、パネリストが事前に準備した設問を会場に問いかける形式で行われた。パネリストは設問
を用いてリアル
ごとに賛成・反対双方の論点を事前に示し、会場からの回答は集計機
“TurningPoint®”
タイムに集計が行われた。この結果を元に議論が行われ、双方の立場の視点を共有し理解する機会と
なった。以下に設問と回答内訳を掲載する。

1） ご所属の組織をお聞かせください
レスポンス
大学等教育機関
官公庁
公的研究機関
企業（非研究開発部門）
企業（研究開発部門）
そのほか
合計

17
6
0
6
2
3
34

50%
17.65%
0%
17.65%
5.88%
8.82%
100%

8.8%

5.9%

50%

17.6%
0%
17.6%
大学等教育機関
官公庁
公的研究機関

企業
（非研究開発部門）
企業
（研究開発部門）
そのほか

2） あなたはバイオセキュリティ関係の仕事や研究をしていますか
8.8%

レスポンス
している
していない
わからない
合計

13
18
3
34

38.24%
52.94%
8.82%
100%

38.2%

52.9%
している

していない

わからない

3） あなたの組織ではバイオセキュリティ関係の仕事や研究をしていますか
6.1%

レスポンス
している
していない
わからない
合計

23
8
2
33

69.70%
24.24%
6.06%
100%

69.7%

24.2%
している

していない

わからない

4） あなたの組織では機微技術管理をしていますか
レスポンス
している
していない
わからない
合計

13
11
9
33

39.39%
33.33%
27.27%
100%

39.4%

27.3%

33.3%
している

していない

わからない

5） あなたは機微技術管理についてどのような立場にありますか
レスポンス
規制される側
規制する側
無関係である
合計
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14
8
12
34

41.18%
23.53%
35.29%
100%

41.2%

35.3%

23.5%
規制される側

規制する側

無関係である

6） あなたは被験者を含む実験調査研究に従事していますか
6.1%

レスポンス
している
していない
わからない
合計

6
25
2
33

18.18%
75.76%
6.06%
100%

18.2%

75.8%
している

していない

わからない

レスポンス
している
していない
わからない
合計

22
8
4
34

64.71%
23.53%
11.76%
100%

11.8%
64.7%

セッション
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7） あなたの組織では被験者を含む実験調査研究を行っていますか

1

23.5%

している

していない

わからない

8） あなたの組織では被験者を含む実験調査研究に関する倫理審査委員会がありますか
27.3%

レスポンス
ある
ない

24.2%
ある

ない

わからない

9） 研究に関する倫理は法で規制されるべきか
21.2%

レスポンス
はい
いいえ
合計

7
26
33

21.21%
78.79%
100%

78.8%
はい

いいえ

2
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合計

48.5%

48.48%
24.24%
27.27%
100%

セッション

わからない

16
8
9
33

10） 研究は法で規制されるべきか
レスポンス

合計

14
20
34

41.18%
58.82%
100%

総合討論

いいえ

58.8%

3
はい

いいえ

11） 研究成果の悪用について研究者は責任を問われるべきか
34.3%

レスポンス
はい
いいえ
合計

12
23
35

34.29%
65.71%
100%

セッション

はい

41.2%

65.7%

はい

いいえ
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12） どの国からであろうと留学生を自由に受け入れるべきか
レスポンス
はい

11
24
35

いいえ
合計

31.4%

31.43%
68.57%
100%

68.6%

はい

いいえ

13） 安全保障より学問の自由は重要であると思う
レスポンス
はい

17
18
35

いいえ
合計

48.6%

48.57%
51.43%
100%

51.4%

はい

いいえ

14） 研究者が米軍から研究補助を受ける事は許される
レスポンス
はい

21
14
35

いいえ
合計

60%
40%
100%

40%
60%

はい

いいえ

15） 軍事転用可能なデュアルユース性のある研究では、研究についての事前審査を
受けることは必要である

レスポンス
はい

21
14
35

いいえ
合計

60%
40%
100%

40%
60%

はい

いいえ

16） 倫理的な疑義のある研究では、研究についての事前審査を受けることは必要である
レスポンス
はい

23
12
35

いいえ
合計

34.3%

65.71%
34.29%
100%

65.7%

はい

いいえ

17） 被験者にわずかでもリスクのある実験では、実験についての審査を
受けることは必要である

レスポンス
はい
いいえ
合計

23
13
36

36.1%

63.89%
36.11%
100%

63.9%

はい
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いいえ

科学の倫理と機微技術のリスク管理

慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所（G-SEC）
バイオセキュリティワークショップ

科学の倫理と機微技術のリスク管理
開催報告書

開催日時：平成22年12月18日(土曜日)
会場：東京コンファレンスセンター・品川

開催報告書
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所

主催：
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所・文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「わが国のバイオセキュリティ・バイオディフェンス準備・対応策策定についての医学・人文社会科学融合研究」

研究統括：
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長・上席研究員兼教授 医学部熱帯医学寄生虫学
竹内

勤

共催：
東京工業大学エージェントベース社会システム科学研究センター

