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第１回バイオセキュリティ研究会

開催挨拶

感染症の脅威は、日常的に自然発生している感染症にとどまらず、突発的な新興感染症やパンデミッ
ク、大量破壊兵器としての生物兵器まで幅広いスペクトラムを有します。このような生物学的な脅威への
社会全体での包括的な防衛対策を「バイオセキュリティ」と定義すれば、バイオセキュリティは、伝統的
な学問領域の境界を逸脱しています。公衆衛生や人道支援といった視点で扱われていた自然発生的な感染
症の流行への対処も、いまや国家や国際社会の安全保障上の優先課題として度々取り扱われます。他方、
安全保障学・政治学の文脈で議論されてきた生物兵器管理の議論には、途上国支援等国際保健や公衆衛生
の視点、あるいは科学技術の倫理形成といった議論が欠かせなくなっています。さらには、感染症対策に
不可欠な病原体の共有と利益配分に関する議論のように、領域ごとに異なる価値観がお互いに矛盾した解
決策を提示してしまう倒錯状況も問題を複雑化させています。
昨年７月より、我々はバイオセキュリティの諸問題を新たな時代の紛争領域と捉え、そのランドスケー
プを捉えることで問題を整理し、現実に即した解決策を提示する新たな学問領域のフレームワークを提示
することを使命として、文部科学省科学研究費の支援を得た本研究グループを立ち上げました。そして、
既存の学問分野の逸脱をカバーするため、まずは一体的な討議空間を形成するため、研究会を開催するこ
ととしました。多様な参加者を得て、これまでにない新しい枠組みで、グローバルなバイオセキュリティ
向上に向けた議論を展開したいと考えております。
平成 27 年度文部科学省科学研究費基盤 (B) 特設分野研究
「グローバルな感染症等生物学的脅威を巡る新たな紛争領域の研究」
研究代表者

齋藤

智也

本研究会は、文部科学省科学研究費基盤 (B) 特設分野研究「グローバルな感染症等生物学的脅威を巡
る新たな紛争領域の研究」の支援により開催されます。
研究代表者：
国立保健医療科学院健康危機管理研究部

上席主任研究官

齋藤

智也

研究分担者：
防衛医科大学校分子生体制御学講座 教授

四ノ宮

東京工業大学大学院総合理工学研究科 准教授

成祥

木賀

大介

連携研究者・研究協力者：
国立感染症研究所

協力研究員

牧野

防衛研究所理論研究部社会・経済研究室

友彦

科学技術振興機構

主任研究官

研究開発戦略センター フェロー

日本医療科学大学保健医療学部

助教

天野

田中
峯畑

極子
昌道

修司
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演題
13:30〜 13:35

主宰者挨拶

13:35〜14:15

演題１「バイオセキュリティのランドスケープ」

「バイオセキュリティ」という言葉は文脈によって様々な意味で使われる。生物学的脅威から何を守るのか、発生の文脈、対策のフェーズの
三要素から意図するところを理解する必要がある。脅威の対象も時代とともに変化する。日本では、生物テロから新型インフル、国際感染
症対策へと関心が移ってきたが、ここ 20 年は公衆衛生側が主導してきた。一方、グローバルな視点では、公衆衛生と安全保障の取組みが共
に接点を求めて歩み寄りつつあり、双方の視点から感染症脅威への対処ランドスケープを理解する必要がある。また、紛争研究としての視
点からバイオセキュリティの問題に言及する。

演者

齋藤

智也

国立保健医療科学院健康危機管理研究部

上席主任研究官

慶應義塾大学医学部熱帯医学・寄生虫学助教、同大グローバルセキュリティ研究所研究員を経て、2011 年より厚生労働
技官。厚生労働省健康危機管理対策室国際健康危機管理調整官、結核感染症課課長補佐を経て、2014 年４月より現職。
医師、公衆衛生学修士、医学博士。専門は公衆衛生危機管理、バイオセキュリティ、感染症疫学。

14:15〜14:45

演題２「病原体検体共有と外交紛争」

各国の外交的思惑が地球規模課題の解決を困難にしている事例は気候変動、軍縮など枚挙をいとわない。新興感染症も国境を越えて拡大す
る世界的脅威として新たな安全保障上の課題に上るようになったが、経済問題や外交における利害関係が錯綜して、迅速な対応のための地
球規模での協力が進まない社会的ジレンマは新たな紛争と捉えなおすべきである。遺伝資源として病原体を利用した利益配分に関する不衡
平が新興感染症対策への国際連携を妨げる現状につき、国際保健規則（IHR）と生物多様性条約（CBD）の関係性に注目し、名古屋議定書
の下での透明な検体共有を促進する方法論を検証する。

演者

牧野

友彦

国立感染症研究所協力研究員・世界保健機関西太平洋事務局

医官

2005 年より厚生労働省にて危機管理等を担当。2010 年より Stimson Center 米戦略シンクタンク、Johns Hopkins 災害
医学研究室にて日米の国際健康危機管理政策を研究。2015 年より WHO にて国際保健ガバナンスと各国支援に従事。医
師、公衆衛生学修士、経営学修士。東京大学医学部卒、国立感染症研究所実地疫学研修コース修了。専門は公衆衛生、
感染症疫学、保健外交。

14:45〜15:00

休憩

15:00〜15:30

演題３「合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース」

生命情報の蓄積と生体高分子合成手段の進展により、生体高分子を試験管内や細胞内に組み合わせることを研究手段とする合成生物学が広
まってきている。この研究分野では、細胞に外来遺伝子を導入する遺伝子「工学」のみならず、普遍遺伝暗号に規定される４塩基・２０ア
ミノ酸といった共通構造からの逸脱や、「人工細胞」を創りだすことも行われてはいる。遺伝子工学がイキアタリバッタリである、という評
がなされることがあったが、合成生物学ではありえる生体分子の組み合わせの数が膨大であることから、カタログ化された生体高分子群を
数理モデルに基づいて組み合わせてシステムをデザインする、という、標準化を基盤とする工学一般のプロセスの重要性が認識されてい
る。このため、合成生物学には生物学と他の分野を融合した学際的な考え方が重要になっており、人材供給の場として、学生の国際コンテ
スト iGEM が開かれている。本講演では、このプロセスが実際に進展しつつあること、および研究者の学会や学生コンテストにおけるデュ
アルユースに対する広報について紹介したい。

演者

木賀

大介

東京工業大学大学院総合理工学研究科 准教授

東京大学理学部卒、同大学院博士（理学）。科学技術振興事業団横山情報分子プロジェクト研究員、理化学研究所ゲノム
科学総合研究センターリサーチアソシエイト、東京大学大学院総合文化研究科 生命環境化学系 助手を経て現職。
2008-2012 年ＪＳＴさきがけ研究者（生命現象の革新モデルと展開 兼任）。2012 年、ナイスステップな研究者（人材育
成部門）、2015 年日本学術振興会賞受賞。

15:30〜16:00 ■演題４「デュアルユースが懸念される研究と教育」
生命科学の進展に伴い、旧来の枠組みで考えられていた生物剤危険性の構図は大きく塗り替えられようとしている。遺伝子工学技術は微生
物に人為的な可塑性を与えてきたが、近年の合成生物学や逆遺伝学の技術発展は単純な Risk-Beneﬁt 解析では解決できない機能獲得研究
（Gain of Function Research）という新たな命題を我々に投げかけている。また、急速に研究が加速しているゲノム編集技術も、デュアル
ユース性を考慮せざるを得ない倫理的問題がすぐ目の前に提示されている。本講演では、これらの問題の概略を示しつつ、研究者教育など
問題解決に向けていくつか考慮すべき命題に言及する。

演者

四ノ宮

成祥

防衛医科大学校分子生体制御学講座 教授

海上自衛隊医官として勤務後、防衛医科大学校・生物学助教授、同・微生物学助教授を経て、2007 年から現職。その
間、2000 年英国 Liverpool School of Tropical Medicine, Diploma Tropical Medicine & Hygiene Course 修了、2002 年〜
2004 年米国 Van Andel Research Institute 招聘研究員。医師、博士（医学）。専門は、微生物・免疫学、分子腫瘍学、潜
水・高圧医学、バイオセキュリティ。

16:00〜 16:20

質疑応答・総合討論

16:20〜 16:25

閉会挨拶

16:30
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者 挨

主

齋藤 智也
国立保健医療科学院健康危機管理研究部

上席主任研究官

お話ししたいと思います。

多いわけですけれども、一方で、右側の生物テロとか生物
兵器対策といった、大量破壊兵器対策というコンテクスト

私は大学と行政と、そして今は国立研究所で、さまざま

で、安全保障の視点からかかわるという視点があります。

な形で生物学的脅威と申しますか、感染症に関する問題に

公衆衛生側は右側にいくほど関与の程度がだんだん薄く

携わってきました。最初は生物テロ対策ということで、大

なってきて、安全保障側は左側にいくとだんだん関与が薄

学で天然痘ワクチンの研究や対応指針の検討に携わってい

くなってくるのですが、お互いにその要素を必要とする場

ました。その後行政では、インフルエンザとか中東呼吸器

面というのは出てまいります。
しかし、実際に両方の立場から見てみると、かなり意識

少症候群（ＳＦＴＳ）、一類感染症対策といった感染症対

のギャップがあります。公衆衛生側から見れば、大量破壊

策を経験しました。一方で、感染症や生物学的脅威をめぐ

兵器対策だとか生物兵器対策だ、いろいろ言っても、起

る国際的な枠組みあるいは問題について、例えば国際保健

こってしまえばやることは同じ感染症対策だ、いつもやっ

規則であるとか、世界健康安全保障イニシアチブ（ＧＨＳ

ていることのただの応用問題、そんなに大騒ぎすることは

Ｉ）
、生物兵器禁止条約、それからデュアルユース性が懸

ない、という認識があります。一方、安全保障側の方から

念される生命科学研究など、色々なテーマに関わってきま

見れば、そんな性善説で対策を考えられても困る、公衆衛

した。その中で、いわゆる公衆衛生としての感染症以外

生側のスタンスは「ほとんど丸腰じゃ無いか」というよう

に、安全保障的な面からも見聞きする機会があって、そこ

に感じられるかと思います。

じてきました。

一方で公衆衛生側は、例えば病原体管理規制などという
制度があるわけですが、厳しい管理を行っても、病原体な
んてどこにでもあるのに、管理の手間ばかりで本当に意味
があるのか、仕事の邪魔をしないでくれ、と考えているわ
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けで、なかなかお互い素直に協力できるという関係ではあ
りません。さらに言えば、実際はお互いか協力しあうべき
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いて、感染症対策の場合は、せいぜいラボの事故程度ま
で、逆に安全保障側としては生物テロとか生物兵器という
ところにとどまって、なかなか通常行われている感染症対
策のほうまで議論が及ばないという側面があったかと思い
ます。
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生物学的脅威を、発生原因によって、左側に自然発生的
な要素が強いもの、右側に人為的な要素が強いものを置い
てそのスペクトラムを示すと、非常に幅広い問題が、連続
的に展開していることがわかります。一般的には感染症対
策として左側の自然発生型感染症の占める割合が圧倒的に
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育
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講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

で、生物学的脅威をめぐる認識のギャップというものを感

講演２
病原体検体共有と外交紛争

症候群（ＭＥＲＳ）、マダニが媒介する重症熱性血小板減

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

まずは主宰者より、今回の研究会を行うに至った背景を

主

催

者

挨

拶

症・バイオテロ勉強会」というものが行われており、公衆
衛生、医学、生物学の領域の人から、社会、人文科学の人
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まで広く演者に来ていただいて、双方の関係者が集まって
いろいろ議論できるという場が作られていました。
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では、ここでこのギャップをいかに埋めるかという問題
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ですが、根本的な意識の違いがあります。公衆衛生側はま
ずは頻度を重視します。普段から患者さんがいっぱい出て

㻤

いる感染症を重視します。一方で、安全保障側というの
は、事態が起きたときの重大さというものを重視します。

その後、文科省の安全・安心科学技術プロジェクトとい

そうすると、非常に低頻度でも重大な結果をもたらすなら

うのがございました。このプロジェクトは、テロ対策に係

無視できないということになります。脅威に対するアプ

る重要研究開発課題というものの研究開発を中心としたプ

ローチも、公衆衛生側から見れば予防というよりは発生時

ロジェクトだったのですが、その中で、
「安全・安心に関

の対応をいかに早く進めるかというのを重視しますが、安

わる知・技術の共有化」という部分を慶應大学あるいはＪ

全保障側は予防を重視するわけです。対策の進め方も異な

ＳＴが委託を受けて実施していました。

ります。公衆衛生側は、基本的には情報をオープンにし
て、できるだけ情報共有しながらやっていこうという姿勢
ですが、安全保障側は基本的に秘匿的です。このような文
化の違いがあります。

་⸆ရ㛤Ⓨ䞉ᇶ┙◊✲
➨㻝ᅇ䠄ᖹᡂ㻝㻥ᖺ㻥᭶䠅
᪥⡿䝞䜲䜸䝕䜱䝣䜵䞁䝇◊✲䝅䞁䝫䝆䜴䝮
ሗ࿌᳨ウ
➨㻠ᅇ䠄ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻣᭶䠅
䝞䜲䜸䝔䝻ᑐ⟇䛸་⸆ရ㛤Ⓨ

ただ、いずれにしろ両者の何らかのギャップは埋めなけ
ればいけない、ということが一つの問題意識になっており
ます。以前から、私が以前に所属していた慶應大学のグ
ローバルセキュリティ研究所では、平成 10 年頃から、危

➨㻤ᅇ䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻞᭶㻕
䝞䜲䜸䝕䜱䝣䜵䞁䝇
ᑐᢠ་⸆ရ䛻ྥ䛡䛯◊✲㛤Ⓨ

䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱
䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
▱䛾ඹ᭷䛸ᑓ㛛ᐙ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏

䝔䝻ᑐᛂ
➨2ᅇ䠄ᖹᡂ19ᖺ12᭶䠅
䝞䜲䜸䝔䝻ᑐ⟇䛸䝞䜲䜸䝕䜱䝣䜵䞁䝇
◊✲㛤Ⓨ䛾ㄢ㢟
2᪥㛫䞉12䛾ㄢ㢟ඹ᭷䝉䝑䝅䝵䞁
➨5ᅇ䠄ᖹᡂ20ᖺ12᭶䠅
ᅜẸಖㆤἲ
䛸䝞䜲䜸䝔䝻ᑐ⟇
➨㻣ᅇ㻔ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻝᭶䠅

㻯㻮㻾㻺䝔䝻ᑐ⟇䛸䝸䝇䜽ホ౯

ᢏ⾡㛤Ⓨ䛸ᐇ

機管理として感染症を捉えるセミナーを開催している、と

➨㻟ᅇ䠄ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻝᭶䠅
◊✲㛤Ⓨ⯆䛜䝞䜲䜸䝔䝻ᢚṆ䛻ᯝ䛯䛩ᙺ䚸
≉䛻᳨▱ᢏ⾡䜢䛻

いう背景がありました。

➨䠕ᅇ䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻞᭶䠅
᪥⡿䛻䛚䛡䜛⏕≀᳨▱䝅䝇䝔䝮䛾◊✲㛤Ⓨ

Ᏻ䞉Ᏻᚰ䝃䜲䜶䞁䝇
䛂ឤᰁ䞉䝞䜲䜸䝔䝻ຮᙉ䛃

㻥

慶應大学では、バイオセキュリティワークショップとい

䠄ᚋ䛻䇾◊✲䇿䛻ᨵ⛠䠅

う形で、いわゆるテロ対応とかその対応のための医薬品開
㻞㻜㻜㻢ᖺ㻤᭶䜘䜚㛤ദ䚹
㻞㻜㻜㻤ᖺ㻟᭶䜎䛷䛿
䜸䝮䝙䝞䝇ⓗ䛻
ᗈ䛔㡿ᇦ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖

䛂䝞䜲䜸䝔䝻䞉᪂⯆⯆ឤᰁᑐ⟇䛾䛯䜑䛾
䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䜢⏝䛔䛯ᮘୖ₇⩦䛃
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⏣ ẎẶ
䠄ᐩᒣ┴⾨⏕◊✲ᡤ䠅

発、そのための基盤研究とか技術開発と実装、検知機材な

䛂䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻㛵䛩䜛䝙䞊䝈䛸䝅䞊䝈䛾
䝬䝑䝏䞁䜾䞉䝰䝕䝹䛾ヨ䛃
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ワークショップを行っていました。
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㻣

その後、２００６年からは安全・安心サイエンス「感染
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ど、それからリスク評価といった取組みをテーマとした

主
催
者 挨

᠕⩏ሿᏛ㻳㻙㻿㻱㻯㻌䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥

䇾⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡䛾⌮䛸ᶵᚤᢏ⾡䛾䝸䝇䜽⟶⌮䇿

拶

 䝉䝑䝅䝵䞁㻝䠖䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱
 䝉䝑䝅䝵䞁㻞䠖⛉Ꮫ䛸䜾䝻䞊䝞䝹䝉䜻䝳䝸䝔䜱䠖Ꮫ䞉◊✲ᡤ䛻
䛚䛡䜛◊✲䛾つไ䞉┘ど䛭䛧䛶⌮
 䝉䝑䝅䝵䞁㻟㻦㻌㻌䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

㻝㻝
ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻝㻞᭶

いわゆる対応中心のワークショップだけではなく、予防
的側面にまでスコープを広げて、生物兵器禁止条約の件、
それからバイオディフェンス、バイオセキュリティ教育と
いった話題、機微技術のリスク管理といったテーマ、それ
からデュアルユースに関する教育の問題を取扱ったセミ

講演２
病原体検体共有と外交紛争

ナーなどを行ってきました。
このプロジェクトは、５年前に一旦区切りがつきまし
て、その後こういった感染症と安全保障、その両極で議論
できる場というのが余りなかったわけなんですが、一方
で、この５年間でこの領域のランドスケープも変化してき
ました。改めて両者のギャップを埋めるために、まずは議
論ができる場をつくりたい、そういう思いで今回の研究会
という形で立ち上げるに至りました。

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース
演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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講演 1

バイオセキュリティのランドスケープ

演題１

バイオセキュリティのランドスケープ
齋藤 智也
国立保健医療科学院健康危機管理研究部

上席主任研究官

まず、バイオセキュリティ研究会と名前をつけておりま

ようにするために、例えば、ラボの敷地に鍵をかけたりと

すので、この研究会で取り扱う「バイオセキュリティ」の

か入退室を管理したり情報保全をするといったこと、これ

概念、それに関連して日本ではどのようなことが行われて

が狭い意味でのバイオセキュリティの概念です。

きたのか、グローバルにはどのようなことが行われてきた
のか、というランドスケープ、その中で、公衆衛生と安全
保障がどのような接点があるのかということ、そして最後
に文科省科学研究費でテーマにしている、バイオセキュリ
ティと紛争研究の関係についてお話ししたいと思います。

䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ᴫᛕ
• ᗈ⩏䠖⏕≀ᐖ䛻ᑐ䛩䜛㜵ᚚᨻ⟇䞉ᑐ⟇
– ఱ䜢Ᏺ䜛䛛䠛
• ே䞉␆⏘䞉⏕ែ⣔䞉㎰ᴗ䞉㣗⣊౪⤥䛺䛹

– Ⓨ⏕䛾ᩥ⬦

バイオセキュリティの概念

• ពᅗⓗ䞉ᨾⓗ䞉⮬↛Ⓨ⏕䠄ᅜᐙࠥୡ⏺つᶍ䠅

バイオセキュリティという言葉がよく使われる文脈は、
バイオセーフティという言葉とセットでバイオセーフ
ティ・アンド・バイオセキュリティという言葉がありま

– ᑐ⟇䛾䝣䜵䞊䝈
• ண㜵䚸๓‽ഛ䚸᳨▱ࠥᑐᛂ
௨ୖ䛾䠏せ⣲䛛䜙ពᅗ䛩䜛䛸䛣䜝䜢᥎

䛩䜛ᚲせ

ὀ䠅㢮ㄒ 䠄䝞䜲䜸䝕䜱䝣䜵䞁䝇䚸䝞䜲䜸䝥䝸䝨䜰䝗䝛䝇➼䠅

す。これはいわゆる病原体などを扱うラボでの安全を確保

㻞
㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

するための概念ですが、最近はこの両者を併せて「バイオ
ただ、世の中一般でバイオセキュリティというともう少

リスクマネジメント」と呼ばれています。

し広い意味で使われているかと思います。

䝞䜲䜸䝉䞊䝣䝔䜱
㻒䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱

本当に大きく言えば生物害、バイオハザードに対する防

㻔⊃⩏䠅

御政策、対策ということなんですが、さまざまな文脈でい

• 䝞䜲䜸䝉䞊䝣䝔䜱
䛂༴㝤䛺ཎయ䛛䜙ே䞉⎔ቃ䜢Ᏺ䜛䛃

ろいろな形で使われていて、それぞれ意味している範囲が
異なっていると思います。

ᨾ䜎䛯䛿ཎᚤ⏕≀䛾㐺ษ䛺ྲྀᢅ䛔䜔⏝ἲ䛻䜘䜚

私としては、
「何を守るのか」、「発生の文脈はどういっ

Ⓨ⏕䛩䜛Ẽ䛾ᗈ䛜䜚䜢ྍ⬟䛺⛬ᗘ䜎䛷ᢚ䛘䜛䚹

たものか」、「対策のフェーズ」、この３要素を考えて、「バ
• 㻔䝷䝪䠅䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱
䛂༴㝤䛺ே䛛䜙ཎయ䜢Ᏺ䜛䛃

イオセキュリティ」という言葉がそこで意味するところを
理解する必要があると考えています。
まず何を守るか、という点では、人を守るのか、畜産を

䝞䜲䜸䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖 ᐇ㦂タ䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜺䜲䝎䞁䝇
ୡ⏺ಖᶵ㛵 㻔㼃㻴㻻㻕㻌㼃㻴㻻㻛㻯㻰㻿㻛㻱㻼㻾㻛㻞㻜㻜㻢㻚㻢㻌

1

守るか、生態系、農業、食糧供給なのか、それぞれの分野

㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

で「バイオセキュリティ」という言葉が使われています。
この文脈での意味は、
「バイオセーフティ」は、危険な

それから、発生の文脈、意図的なものか、事故的なもの

病原体から人や環境を守るということです。いかに病原微

か、それから自然発生のものか。自然発生のものでも、余

生物を適切に扱うか、それをラボの外に漏らしたり、扱っ

りローカルな感染症に対してはバイオセキュリティという

ているときに人に感染させたりしないようにするのがバイ

言葉は余り使われません。国家規模なり、地域規模、世界

オセーフティという概念です。

規模で問題にされるとき、バイオセキュリティという言葉

一方で、
「バイオセキュリティ」は危険な人から病原体

が使われることが多いです。対策のフェーズは、予防、事

を守るという概念で、病原体が悪い人に盗まれたりしない

前準備（プリペアドネス）
、検知、対応といったフェーズ
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あれば、予防等特定のフェーズについて使われている場合

症がどうしても脅威としては多くを占めるので、感染症分

もあります。さらに、類語としてバイオディフェンスとか

野で「ヘルス・セキュリティ」という言葉はよく使われま

バイオプリペアドネスという言葉もございます。

すが、
「セキュリティ」とは言うものの、発生の文脈とし

拶

催

て人々の安全、健康を守っていこうという概念です。感染

者 挨

主

がありますが、これを全部含む概念として使われることも

ては、自然発生の話をしていることが多く、対策のフェー
ズとしては、予防から検知対応まで、これらを広く含んで

䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ᴫᛕ

使われていることが多いと思います。「ヘルス・セキュリ

• ᗈ⩏䠖⏕≀ᐖ䛻ᑐ䛩䜛㜵ᚚᨻ⟇䞉ᑐ⟇

ティ」という言葉の中では、自然発生だけには限らずあら

– ఱ䜢Ᏺ䜛䛛䠛

いることが圧倒的に多いです。

– Ⓨ⏕䛾ᩥ⬦

この研究会では、人を守るというところ、発生の文脈と

• ពᅗⓗ䞉ᨾⓗ䞉⮬↛Ⓨ⏕䠄ᅜᐙࠥୡ⏺つᶍ䠅

– ᑐ⟇䛾䝣䜵䞊䝈
䠄⊃⩏䛾䠅

しては意図的なところから自然発生まで問わず、対策の

• ண㜵䚸๓‽ഛ䚸᳨▱ࠥᑐᛂ

フェーズとしても予防的な措置から対応というところまで

䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱
䝞䜲䜸䝥䝸䝨䜰䝗䝛䝇
䝞䜲䜸䝕䜱䝣䜵䞁䝇

を広くカバーする概念としてテーマ設定をしていきたいと
㻟

考えています。また、このような幅で捉えないと生物学的

㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

脅威に対する昨今の取り組みというのを正しく理解できな
この３要素から整理すると、人を守る対象と考え、特に

いと考えています。

には、人を守る、意図的な感染症に対していかに発生した

講演２
病原体検体共有と外交紛争

意図的な発生を予防する、というのが「バイオセキュリ
ティ」の狭義です。
「バイオプリベアドネス」という場合

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

ゆる脅威が問題とはなりますが、自然発生の問題を捉えて

• ே

䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ᴫᛕ
⏕≀Ꮫⓗ⬣ጾ䛾⠊ᅖ䛸䝸䝇䜽⟶⌮

ときに素早く対応するか、そのための訓練や医薬品などの
事前準備を指しているかと思います。「バイオディフェン
ス」という場合には、発生の検知から、迅速な対応、特に
医薬品などを用意して治療に当たるか、という意味で使わ
れていることが多いかと思います。ただ、バイオディフェ
ンスやバイオプリペアドネスと言っていても予防的な

䠄ᕥୖᅗ䠅ᓟ⏿ᫀ㐨㻚 ᾏእ䠊㻞㻜㻝㻝䜘䜚ᨵኚ
㰻⸨ᬛஓ㻚㻌ᐇ㦂་Ꮫ㻟㻟㻔㻝㻣㻕㻔ቑห㻕㻘㻌㻞㻜㻝㻡

䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ᴫᛕ

5

具体的な取組みの例として、事態発生前から事態発生

• ᗈ⩏䠖⏕≀ᐖ䛻ᑐ䛩䜛㜵ᚚᨻ⟇䞉ᑐ⟇

後、復旧、それから準備・対策、というフェーズごとに、

– ఱ䜢Ᏺ䜛䛛䠛

どういう取り組みがあるかといったものを示した図をこち

• ே

らに載せております。詳細は、
「実験医学」という本の中

– Ⓨ⏕䛾ᩥ⬦

で解説しておりますので、興味があればご覧いただければ

• ពᅗⓗ䞉ᨾⓗ䞉⮬↛Ⓨ⏕䠄ᅜᐙࠥୡ⏺つᶍ䠅

– ᑐ⟇䛾䝣䜵䞊䝈

と思います。

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

フェーズも含んで使われている場合もあります。

• ண㜵䚸๓‽ഛ䚸᳨▱ࠥᑐᛂ
演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

䠄䜾䝻䞊䝞䝹䠅䝦䝹䝇䞉䝉䜻䝳䝸䝔䜱

㻠
㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

さらに、似たような言葉でヘルス・セキュリティとかグ
ローバル・ヘルス・セキュリティという言葉もあります。
「ヘルス・セキュリティ」は、日本語でいうと「人間の安
全保障」と訳されていますが、いわゆる国家を対象として
いたセキュリティの概念を、人間一人一人を対象として捉
えて、感染症に限らず、テロ、気候変動、災害なども含め
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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講演 1

バイオセキュリティのランドスケープ

ス性への懸念に対する取組みがここ１０年ほど話題になっ

䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ᴫᛕ

ているところです。この４つに分けてこれまでの流れを説
明したいと思います。

 ⬣ጾ䛾ᑐ㇟䛿௦䛸䛸䜒䛻ኚ
– 㻴㻵㼂㻛㻭㻵㻰㻿㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻥㻤㻜䇻㼟㼪
– ⏕≀රჾ䠄Ⅳ䚸ኳ↛①➼䠅㻝㻥㻥㻜䇻㼟㼪
– 㫽䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄
㻝㻥㻥㻣㼪
– 㻿㻭㻾㻿
㻞㻜㻜㻟㼪
– ᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄
㻞㻜㻜㻡㼪
– ⪏ᛶ⳦䠄㻭㻹㻾㻕
㻞㻜㻝㻝㼪
– 䜶䝪䝷䜴䜲䝹䝇
㻞㻜㻝㻠㼪
– 䝆䜹⇕
㻞㻜㻝㻢㼪

᪥ᮏ䛾䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱
㻝㻥㻥㻜ᖺ௦ᚋ༙㼪㻞㻜㻜㻜ᖺ௦ᚋ༙䠖⏕≀䝔䝻ᑐ⟇䛾௦
䜸䜴䝮┿⌮ᩍ௳
ᮅ㩭䛾⬣ጾ
⡿ᅜⅣ⳦㒑㏦䝔䝻

⏕≀රჾ䛾⬣ጾㄆ㆑
ᑐᛂ⬟ຊᵓ⠏

㻢
㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

「バイオセキュリティ」の主な対象疾患も時代とともに
変化しています。ＨＩＶ /AIDS が、バイオセキュリティ

⏕≀රჾᑐฎ䠄㜵⾨ᗇ䠅
⏕≀රჾ䜈䛾ᑐฎ䛻㛵䛩䜛᠓ㄯ
ഛ䛾ண⟬

་⒪䞉බ⾗⾨⏕ᑐᛂ⬟ຊ
ኳ↛①ᑐᛂᣦ㔪
ኳ↛①䝽䜽䝏䞁ഛ

ἲᩚഛ
ឤᰁἲᨵṇ
ᅜẸಖㆤἲไᐃ
ᅜẸಖㆤカ⦎䛷䛾⏕≀䝔䝻カ⦎ᐇ

᳨▱⬟ຊ
ೃ⩌䝃䞊䝧䜲䝷䞁䝇
◊✲㛤Ⓨ 㻔ᩥ⛉┬ᏳᏳᚰ⛉Ꮫᢏ⾡㻼㻶㻕

ண㜵ᥐ⨨ᙉ
ἲᩚഛ
ឤᰁἲᨵṇ䠄ཎయ⟶⌮యไᵓ⠏䠅
㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

というか、国家的な感染症の問題として扱われたこともあ
れば、生物兵器剤に注目された時代、鳥インフルエンザ、

まず１９９０年代後半から２０００年代後半、生物テロ

ＳＡＲＳ、新型インフルエンザ、耐性菌、エボラウイルス

対策の時代は、旧ソビエトの生物兵器プログラムの内容が

病、ごく最近ではジカ熱が国家的な問題として取り上げら

明るみになって、その後オウム真理教事件、北朝鮮が生物

れるようになっています。この研究会をやっている間に

兵器を保有している懸念、それから２００１年の炭疽菌郵

も、「バイオセキュリティ」の関心の焦点は変わってくる

送テロといった事態から生物兵器の脅威認識というのが高

可能性があります。

まってきた時代でした。主な対応としては、対応能力の構
築と、予防措置強化が行われます。防衛庁では、懇談会が

バイオセキュリティのランドスケープ：

設置され、装備の予算化が始まりました。対応のための法

日本のバイオセキュリティ・ランドスケープ

整備も進み、天然痘などに対応できるように法改正を行わ

日本では最近２０年ほどどのような形でバイオセキュリ

れ、あるいは国民保護法が成立し、国民保護訓練という形

ティの強化政策が行われてきたかというお話をしたいと思

で生物テロ対策訓練というものが行われるようになってき

います。

ます。医療、公衆衛生対応能力については、天然痘対応指
針の作成やワクチン備蓄が行われました。検知能力につい
ても、症候群サーベイランスや検知技術の研究開発が行わ

᪥ᮏ䛾䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱

れました。一方、予防措置強化というところでは、平成
１８年に感染症法が改正され、病原体の管理体制が構築さ

㻝㻥㻥㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻥㻥㻡㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻜㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻜㻜㻡㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻜㻝㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻜㻝㻡㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻜㻞㻜

れました。
⏕≀䝔䝻ᑐ⟇

᪥ᮏ䛾䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱

᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹ᑐ⟇

㻞㻜㻜㻜ᖺ௦༙䜀ࠥ㻞㻜㻝㻜ᖺ௦༙䜀䠖᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹ᑐ⟇䛾௦
ᅜ㝿ឤᰁ
ᑐ⟇
⏕⛉Ꮫ䛾
䝕䝳䜰䝹䝴䞊䝇ᛶ䜈䛾ᠱᛕ

㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

大きく分けると、生物テロ対策を行っていた１９９０年
代後半から２０００年半ばまで、新型インフルエンザ対策
が中心の２０００年代半ばから２０１５年ぐらいまで、そ

ᑐᛂ⬟ຊᵓ⠏
ᅜᐙ䛸䛧䛶䛾ᑐᛂ
ᨻᗓᑐ⟇ᮏ㒊
ෆ㛶ᐁᡣ᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄➼ᑐ⟇ᐊ

་⒪䞉බ⾗⾨⏕ᑐᛂ⬟ຊ
ᨻᗓ⾜ືィ⏬䞉䜺䜲䝗䝷䜲䞁
ᢠ䜴䜲䝹䝇⸆䞉䝽䜽䝏䞁ഛ
䝬䝇䞉䝽䜽䝏䝛䞊䝅䝵䞁ィ⏬
ἲᩚഛ
ឤᰁἲᨵṇ
≉ูᥐ⨨ἲไᐃ
䇾ᅜᐙ䛾༴ᶵ⟶⌮䇿䛸䛧䛶䛾⨨䛡
ᴗ⥅⥆ィ⏬
≉ᐃ᥋✀䞉ఫẸ᥋✀

して近年の国際感染症対策の時代という関心の変遷があり
㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

ます。これらは公衆衛生側が中心となった取組みですが、
さらに、安全保障の観点からは、生命科学のデュアルユー
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２０００年代中盤になると、感染症危機管理のフォーカ

国際感染症対策が強化されているところです。

者 挨

な形で対応能力の構築が行われましたが、特に医療、公衆
衛生対応能力という点では行動計画・ガイドラインができ

いう形で一段格が上がりました。ほかにも、抗ウイルス薬
やワクチンの備蓄が進み、最近ではワクチンが供給された

拶

ました。さらにこれは、その後法に基づく政府行動計画と

᪥ᮏ䛾䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱
㻞㻜㻜㻜ᖺ௦ᚋ༙ࠥ䠖⏕⛉Ꮫ䛾䝕䝳䜰䝹䝴䞊䝇ᛶ䜈䛾ᠱᛕ
ᬑཬၨⓎ

⏕⛉Ꮫ䛾ᕤᏛ
ྜᡂ⏕≀Ꮫ䛾ྎ㢌

際に迅速に大勢の方に接種するための住民接種の方法の検

㻞㻜㻜㻠
䇾䝣䜱䞁䜽䝺䝫䞊䝖䇿

討も進んでいるところです。法整備という観点では、感染

㻣✀䛾䇿ᠱᛕ䛩䜉䛝ᐇ㦂䇿䛾ᣦ

㻞㻜㻝㻝

す。さらには新型インフルエンザ等対策特別措置法が成立

㧗ཎᛶ㫽䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䜴䜲䝹䝇
ᶵ⬟⋓ᚓᆺᐇ㦂䛾ฟ∧䜢ᕠ䜛ၥ㢟

し、新型インフルエンザに対して、国家の危機管理として
対処できるようになっています。この法に基づき、事業継
続計画の作成や、ワクチン接種の枠組みが構築されつつあ

䝉䝭䝘䞊
㜵⾨་⛉Ꮫᰯ䚸㻶㻿㼀㻛㻾㼕㼟㼠㼑㼤
᠕⩏ሿᏛ㻳㻙㻿㻱㻯
䝔䜻䝇䝖䝤䝑䜽
䛂䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱⾜ືつ⠊䛃
䛂䝔䝻䝸䝈䝮䛾௦䛻䛚䛡䜛⏕ᕤᏛ◊✲䛃
䛂⏕⛉Ꮫ䛸䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛃

⛉Ꮫ⪅䛻䜘䜛⾜ື
⾜ືつ⠊
⛉Ꮫ⪅䛾⾜ືつ⠊ᨵゞ
ᥦゝ
䛂ཎయ◊✲䛻㛵䛩䜛䝕䝳䜰䝹䝴䞊䝇ၥ㢟䛃
䛂䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇◊✲䛾ᑗ᮶ᛶ䛒䜛Ⓨᒎ䛾䛯䜑䛾
䝕䝳䜰䝹䝴䞊䝇ᑐ⟇䛸䛭䛾䜺䝞䝘䞁䝇యไᩚഛ䛃
ᩍ⫱
㜵⾨་⛉Ꮫᰯ䚸ᮾிᕤᴗᏛ➼
Ꮫ䛷䛾䝉䝑䝅䝵䞁
᪥ᮏ䜴䜲䝹䝇Ꮫ➼
㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

ります。ほかにも、社会的混乱への対応もこの法律の中で
最後に、生命科学のデュアルユース性への懸念について

きるように、発生時には政府対策本部が設置されて政府一

ですが、今日の後半のセッションで四ノ宮先生、木賀先生

丸となって対応できる枠組みが構築されました。この特別

に詳しくお話しいただきますので余り詳しく御説明はしま

措置法が施行され、行動計画を全国で作成する、という一

せん。ただ、このデュアルユース性という問題に対処する

連の作業がこの一、二年でかなりでき上がってきたところ

にあたって、３つのステップがあると考えています。１つ

です。

は普及啓発というフェーズ、それから科学者側がみずから
行動を起こしていくフェーズ、そしてガバナンスの枠組み

᪥ᮏ䛾䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱

を構築する、というフェーズがあります。日本では、普及

㻞㻜㻝㻡ᖺࠥ䠖ᅜ㝿ឤᰁᑐ⟇䛾௦

啓発と科学者による行動は進んできており、今度は具体的

す䜰䝣䝸䜹䞉䜶䝪䝷䜴䜲䝹䝇䛾ὶ⾜

にガバナンスをどうするのかという議論をしていかなけれ
ばいけないところにあります。このあたりはアメリカやオ
ランダで議論が進行しているところです。

㛤Ⓨ༠ຊ⥘
ᖹ䛸ᗣ䛾䛯䜑䛾ᇶᮏ᪉㔪
䛂ே㛫䛾Ᏻಖ㞀䛃䛾⪃䛘䛻ᇶ䛵䛔䛯ಖ༠ຊ䛾᥎㐍

バイオセキュリティのランドスケープ：
グローバルなランドスケープ
続いて、グローバルな状況を解説します。様々な枠組みが
存在します。

㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

昨今力が入れられているのは、国際感染症対策です。西

⏕≀රჾ⚗Ṇ᮲⣙

アフリカでのエボラウイルス病の大流行で、２０１４年８

㻮㼕㼛㼘㼛㼓㼕㼏㼍㼘㻌㼍㼚㼐㻌㼀㼛㼤㼕㼚㼟㻌㼃㼑㼍㼜㼛㼚㼟㻌㻯㼛㼚㼢㼑㼚㼠㼕㼛㼚㻔㻮㼀㼃㻯㻕

月から世界中が大きく動き出しました。日本でも関係閣僚

• ⏕≀䞉ẘ⣲රჾ䜢ໟᣓⓗ䛻⚗Ṇ䛩䜛
၏୍䛾ከᅜ㛫䛾ἲⓗᯟ⤌䜏 㻔㻝㻥㻣㻡ᖺⓎຠ䠅
• ⏕≀රჾ䛾㛤Ⓨ䚸⏕⏘䚸㈓ⶶ➼䜢⚗Ṇ
• ᅜᐙ䛻䜘䜛රჾᣑᩓ䛾ᯟ⤌䛾㝈⏺

た。国家の危機管理としての対応を行ってきましたが、流
行地の西アフリカなどをどう支援していくか、というとき
に、海外への人的支援能力というのが不足している、とい
うことが認識されてきました。そこで、感染症への国際的
な対応能力を構築する必要があるということで、「国際的

演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

会議を開催するなど、政府一丸となって対応してきまし

⣽⳦රჾ㸦⏕≀රჾ㸧ཬࡧẘ⣲රჾࡢ㛤Ⓨࠊ⏕⏘ཬࡧ㈓ⶶࡢ⚗Ṇ୪ࡧᗫᲠ㛵ࡍࡿ᮲⣙

– ⏕≀රჾ䛾⬣ጾ䛾ኚ
– ᳨ド䜢୰᰾䛸䛩䜛ఏ⤫ⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛾㝈⏺
– ᳨ド௨እ䛾᪂䛯䛺䜰䝥䝻䞊䝏
• ᮇ㛫άື䛾䝔䞊䝬タᐃ䠖බ⾗⾨⏕䝅䝇䝔䝮䚸⛉Ꮫ⪅䛾⾜
ືつ⠊䚸䝞䜲䜸䝉䞊䝣䝔䜱䞉䝉䜻䝳䝸䝔䜱䚸⛉Ꮫᢏ⾡䛾㐍ᒎ䝺
䝡䝳䞊䚸ᅜ㝿༠ຊ䞉ᨭ➼

に脅威となる感染症対策関係閣僚会議」が設置され、国際

㻝㻞
㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本方針、それ
に基づく基本計画が作成されたところです。開発協力大綱

１つは生物兵器禁止条約です。生物、毒素兵器を包括的

の中でも、人間の安全保障の考えに基づいた保健協力の推

に禁止する唯一の多国間の法的枠組みで、１９７５年に発
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

ឤᰁ䜈䛾ᅜ㝿ⓗ䛺ᑐᛂ⬟ຊᵓ⠏
ᅜ㝿ⓗ䛻⬣ጾ䛸䛺䜛ឤᰁᑐ⟇㛵ಀ㛶㆟
ᅜ㝿ⓗ䛻⬣ጾ䛸䛺䜛ឤᰁᑐ⟇䛾ᙉ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ᪉㔪
䊼
ᅜ㝿ⓗ䛻⬣ጾ䛸䛺䜛ឤᰁᑐ⟇䛾ᙉ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏィ⏬

講演２
病原体検体共有と外交紛争

は盛り込まれています。そして、国家を挙げての対応がで

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

症法で新型インフルエンザという分類が設けられていま

䜶䝪䝷ฟ⾑⇕ᑐ⟇㛵ಀ㛶㆟
ᅜᐙ䛾༴ᶵ⟶⌮䛸䛧䛶䛾ᑐᛂ
ᾏእ䜈䛾ேⓗᨭ⬟ຊ㊊䛾ㄆ㆑

催

進、が掲げられているわけですが、こういった文脈の中で

主

スが新型インフルエンザの対策にシフトしてきます。様々
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講演 1

バイオセキュリティのランドスケープ

行しました。生物兵器の開発、生産、貯蔵等を国際法で
す。ただ、２０００年ごろから国家間での枠組みで、伝統

ୡ⏺ᗣᏳಖ㞀䜲䝙䝅䜰䝏䝤

的な生物兵器剤の管理を行っていくだけではうまくいかな

㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻴㼑㼍㼘㼠㼔㻌㻿㼑㼏㼡㼞㼕㼠㼥㻌㻵㼚㼕㼠㼕㼍㼠㼕㼢㼑㻌㻔㻳㻴㻿㻵㻕

い、という認識が出てまいります。原因の１つは生物兵器

• 㻳㻣㻗䝯䜻䝅䝁䚸㻱㻯䛾ಖᢸᙜ㛶⣭ྜ
䠄㼃㻴㻻䛜䜸䝤䝄䞊䝞䞊ཧຍ䠅
• ୡ⏺ⓗ䛺ᗣ༴ᶵ⟶⌮䛾ྥୖཬ䜃䝔䝻䝸䝈䝮䛻ᑐ
䛩䜛‽ഛ䛸ᑐᢠ䛻ಀ䜛ྛᅜ䛾㐃ᦠ➼䛻䛴䛔䛶ヰ䛧
ྜ䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䛻䚸㻞㻜㻜㻝ᖺ㻝㻝᭶䛻Ⓨ㊊䚹
• බ⾗⾨⏕ศ㔝䛻䛚䛡䜛㻯㻮㻾㻺ᑐ⟇
䠇䝟䞁䝕䝭䝑䜽ᑐ⟇䛜䛺άື⠊ᅖ䚹

の脅威の変化ですが、国だけがプレーヤーではなく、小規
模なグループ、テロリストなどといった対象も考え流必要
があります。それから兵器不拡散で使われるアプローチで
ある検証措置は、生物剤に対しては限界がある、という認
識の中から検証以外の新たなアプローチが模索されます。
この条約の締約国会合の期間間に会期間活動が行われてい
ますが、この中で公衆衛生システムとか、あるいは科学者

㻝㻠
㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

の行動規範、バイオセーフティー・セキュリティの強化、
科学技術の進展レビュー、国際協力、支援、など、予防的

今までの２つはいわゆる安全保障側からの取組みでした

な措置だけではなく、事後発生後の対応といったものも含

が、世界健康安全保障イニシアチブという枠組みは、Ｇ

めた生物剤脅威に対するリスク管理というものが認識され

７、メキシコ、それからＥＣの保健担当閣僚級会合という

るようになりました。

公衆衛生側からの取り組みです。。ＷＨＯもオブザーバー
として参加しています。2001 年、９．１１のテロの直後に

䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥

発足したもので、健康危機管理、特に公衆衛生分野の

㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻼㼍㼞㼠㼚㼑㼞㼟㼔㼕㼜㻌㻔㻳㻼㻕

CBRN（化学、生物、核・放射性物質）テロ対策、その後

• 㻞㻜㻜㻞ᖺ䚸㻳㻤㔞◚ቯරჾཬ䜃≀㉁䛾ᣑᩓ䛻ᑐ䛩䜛
䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥㻔㻝㻜ᖺ㛫䠅䛻ྜព

加わったパンデミック対策が主な活動範囲です。この会合

– ᙜึ䛾༠ຊ䛾↔Ⅼ䛿䝻䝅䜰䛾Ꮫරჾゎయ䚸
㏥ᙺཎ₯ゎయ䚹

は、公衆衛生側からセキュリティ分野にアプローチして、
公衆衛生に欠けている部分を取り込んでいくことを念頭に

• 㻞㻜㻝㻝ᖺ䚸άືᮇ㛫ᘏ㛗䜢Ỵᐃ䚹᪂䛯䛺άື㡿ᇦ䛾
୍䛴䛸䛧䛶䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᙉ䜢㑅ᐃ䚹㻞㻜㻝㻞ᖺ䚸
䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䝃䝤సᴗ㒊㻔㻮㻿㼃㻳㻕䜢タ⨨䚹
• Ᏻಖ㞀䛾ほⅬ䛛䜙䛾άືᨭ䠄ཎయ➼⟶⌮䚸
ᣑᩓ䛾ྲྀ⤌䜏䛾ᨭ䛺䛹䠅
㻝㻟

置いています。
それから、これはまさに公衆衛生の取り組みですが、国
際保健規則という世界保健機関（ＷＨＯ）の憲章第２１条
に基づく国際規約があります。２００５年に改正されたと
ころで、大きくこの国際保健規則の対象が変わってまいり

㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

ました。以前は３つの感染症だけが対象でしたが、新たに
グローバル・パートナーシップは、安全保障側からの取

改正された規則は、原因を問わず国際的な公衆の保健上の

り組みなのですが、２００２年にＧ８で合意された大量破

緊急事態を構成するおそれのある全ての事象を報告対象と

壊兵器及び物質の拡散に対するパートナーシップという

して、それに対応できる体制をとるものとしました。さら

１０年間のプログラムで、当初はロシアの化学兵器の解

に、新たに「原因を問わず」という文言が入ったことで、

体、それから退役原子力潜水艦の解体に焦点を当てて活動

感染症に限らない事象や、いわゆる人為的な発生、事故的

してきましたが、もうすぐ１０年がたとうというところで

な発生による健康危機も対象として対応能力を構築してい

活動期間を延長いたします。そこで、新たな活動領域の中

こう、という考え方になってきています。

にバイオセキュリティ強化が入り、バイオセキュリティサ
ブワーキンググループが設置されました。このパートナー
シップとは、関心ある国が重要だと思うプロジェクトに対
してみんなでお金を出し合って支援するという枠組みなの
ですが、ここでの「バイオセキュリティ」は、まさに予防
的観点から、安全保障の観点からの活動支援で、各国の病
原体管理あるいは不拡散の取組み等を強化する活動の支援
が行われています。
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බ⾗⾨⏕䛸Ᏻಖ㞀䛾᥋Ⅼ

䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝦䝹䝇䞉䝉䜻䝳䝸䝔䜱䞉䜰䝆䜵䞁䝎

⏕≀රჾ䜈䛾
ᑐฎୖ䛾䝙䞊䝈

ேⅭⓗ䛺
ឤᰁ⬣ጾ

㻮㼀㼃㻯

㻳㻼

ᅜᐙ㜵⾨
䠄㜵⾨┬䠅

⬣ጾ䞉䝸䝇䜽ศᯒ䚸
ྖἲ䛸䛾㐃ᦠ䜈䛾䝙䞊䝈

බ⾗⾨⏕

㻳㻴㻿㻵

Ᏻ

䠄ཌ⏕┬䠅

㻔㆙ᐹ䞉බᏳ䠅
ཎᅉ䜢ၥ䜟䛺䛔ឤᰁ
ᑐᛂ䜻䝱䝟䝅䝔䜱ᙧᡂ

拶

㻳㻴㻿㻭

䝉
䜻
䝳
䝸
䝔
䜱

እ

ே㛫䛾Ᏻಖ㞀

䠄㛤Ⓨຓ䠅
✚ᴟⓗᖹ⩏

䠄እົ┬➼䠅

㻝㻢
㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

⮬↛Ⓨ⏕ⓗ䛺
㻝㻣
ឤᰁ⬣ጾ

セキュリティの中でも、外交の中で行われる開発援助

較的新たな取組みです。世界各国の感染症対策能力の向上

は、公衆衛生とはこれまでも親和性が高い分野でした。近

を目的として、米国主導で２０１４年に発足しました。ま

年「人間の安全保障」というアジェンダのもと、保健分野

ず５年間の計画ということで動き出しています。先ほど申

のインフラの強化をグローバルに進めていくことが重要と

し上げた国際保健規則が求めているところのコア・キャパ

いう考え方、あるいは積極的平和主義という形で、各国の

シティー、対応の中核能力というものの整備強化を世界的

健康の問題を克服し安定性を高めることで平和につなげて

に進めていこうというもので、３つの柱として予防、早期

いくという考えの中で、強い結びつきがあります。
国家防衛・治安というセキュリティでは、人為的な感染

ル・パートナーシップと同様に興味ある国が興味あるプロ

症脅威に対する取組みが主になります。国家防衛という観

グラムにお金を出す、あるいはリードしていくという形で

点では、いわゆる大量破壊兵器へのアプローチという観点

取組みが行われているところです。このアジェンダは、保

から、生物兵器禁止条約とか、あるいはグローバル・パー

健部局から安全保障側へのアプローチではありますが、そ

トナーシップという枠組みが活動してきました。これらの

れよりもやや包括的で、開発とかセキュリティなどのセク

枠組みは、旧来、生物剤の管理が中心でしたが、それには

ターとの協力も含まれています。現在では５０近くの国、

限界があること、そして生物学的脅威のリスク管理という

それから国際機関、ＷＨＯ、ＯＩＥ、インターポール、と

観点からは、剤の管理だけではなく、使用時の対応も含め

いった機関も参加している枠組みになっています。

た対処能力も必要、という考えから、公衆衛生側に接点を
求めているという状況にあります。

バイオセキュリティのランドスケープ：
公衆衛生・安全保障の接点

世界健康安全保障イニシアチブは、公衆衛生側から治安
部門のセキュリティへのアプローチです。この枠組みの関

話が複雑になってきたので、公衆衛生とセキュリティと

心は、ＣＢＲＮテロのような人為的リスクに公衆衛生側が

いう軸で様々な枠組みを整理して考えて見たいと思いま

備えるに当たって、脅威・リスク分析あるいは捜査といっ

す。セキュリティと一言で言っても、国家防衛、治安、外

た対応での司法との連携にニーズがあるので、セキュリ

交という３つの観点があるかと思います。それぞれの観点

ティ側との接点を形成することにあります。

やすいでしょう。

では、ＧＨＳＡは何かというと、どちらかというと開発
援助、外交寄りのスタンスです。しかし、リードするアメ
リカとしては、ほぼ国家防衛や治安の観点からの取り組み
も含めてＧＨＳＡの傘の下で考えており、様々な取組みの
上位概念として、原因を問わない感染症対応キャパシティ
形成を目的とした枠組みになっています。
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

から、公衆衛生とセキュリティの接点を解釈すると分かり

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

発見、対応に分けて様々なプロジェクトを立て、グローバ

講演２
病原体検体共有と外交紛争

グローバル・ヘルス・セキュリティ・アジェンダは、比

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

• ୡ⏺ྛᅜ䛾ឤᰁᑐ⟇⬟ຊ䛾ྥୖ䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚸⡿ᅜ
ᑟ䛾ᅜ㝿ⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䚹㻞㻜㻝㻠ᖺ䛻Ⓨ㊊䚸䠑ᖺ㛫䛾ィ⏬䚹
• ᅜ㝿ಖつ๎䛜ồ䜑䜛䛂䝁䜰䞉䜻䝱䝟䝅䝔䜱䠄ᑐᛂ䛾
୰᰾⬟ຊ䠅䛃䛾ᩚഛᙉ䜢┠ⓗ䚹
• ண㜵㻔㻼㼞㼑㼢㼑㼚㼠㻕䚸᪩ᮇⓎぢ㻔㻰㼑㼠㼑㼏㼠㻕䚸ᑐᛂ㻔㻾㼑㼟㼜㼛㼚㼐㻕䛜
ྲྀ⤌䜏䛾୕ᮏᰕ䚹
• ಖ㒊ᒁ䛾䜏䛺䜙䛪䚸㛤Ⓨ䚸
䝉䜻䝳䝸䝔䜱➼䛾䝉䜽䝍䞊䛸䜒༠ຊ䚹
• 㻡㻜㏆䛟䛾ᅜ䚸ᅜ㝿ᶵ㛵➼䛜ཧຍ

者 挨

䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾䜾䝻䞊䝞䝹䝷䞁䝗䝇䜿䞊䝥

㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻴㼑㼍㼘㼠㼔㻌㻿㼑㼏㼡㼞㼕㼠㼥㻌㻭㼓㼑㼚㼐㼍㻌㻔㻳㻴㻿㻭㻕

講演 1

バイオセキュリティのランドスケープ
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JoanneLiuᅜቃ䛺䛝་ᖌᅋᅜ㝿㛗
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HannaSerwaah Tetter 䜺䞊䝘እົ䞉ᆅᇦ⤫ྜ⮧
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㜵⾨◊✲ᡤ ⏣୰ᴟᏊẶసᡂ

これは、防衛研究所の田中先生作成のスライドですが、

ここまでの話をまとめますと、バイオセキュリティは、

田中先生が先日出席されたミュンヘン安全保障会議では、

「感染症×公衆衛生×安全保障」、すなわち、感染症の問題

今回初めて本会議の中で保健分野のセッションが設けられ

を公衆衛生と安全保障の両方の切り口で見ることが、現代

たとのことでした。人道支援と安全保障という軸で対立す

の感染症脅威への対処フレームワークを理解する上で不可

る構図もある反面、保健と安全保障、両者の協力の必要性

欠な概念と考えています。

が認識されつつあります。
バイオセキュリティと紛争研究
最後にバイオセキュリティと紛争研究の関係について最

᪥ᮏ䛾䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱

後に一言お話ししたいと思います。
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日本の取組みを振り返ると、生物テロ、新型インフル、
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᪂䛷Ꮫ㝿ᛶ
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国際感染症、と関心が移行していく中で、取組みの橋渡し
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が十分では無い印象があります。過去の取組みの中で築か
れたリソースが、次の取組みで統合的に有効に活用されて

文科省の科研費では特設分野研究という分野がありま

いるような印象はありません。また、日本では、安全保障

す。これは、アドホックに近年ホットな研究分野を指定し

側から公衆衛生側への積極的なアプローチはあまり見られ

て研究課題を募るものですが、そこで紛争研究という分野

ず、公衆衛生が主導している印象があります。」とありま

が設定されました。そこで示された、さまざまな分野で紛

すけれども、がないかなという気がします。ＧＨＳＩが生

争の形態が大きく変容していること、紛争解決へ向けた制

物テロ対策等で取組む、公衆衛生側とインテリジェンス側

度や規範の形成は困難になっている状況、という問題意識

の情報共有といった取組みも日本の中ではまだ十分ではあ

はまさにバイオセキュリティの問題と合致するところがあ

りません。生命科学のデュアルユース性の問題の議論の中

りました。

でもそういった議論の場も無いような印象を受けていま
す。
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講演１
バイオセキュリティのランドスケープ
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生物兵器の管理は紛争そのものですが、これまで述べた
ように、その紛争のランドスケープは今、大きく変化して
います。アクターが変わり、管理対象も変わり、従来の紛
争のマネジメントあるいはガバナンスの枠組みからは逸脱
しており、新たな管理手法を模索している状況にありま

講演２
病原体検体共有と外交紛争

す。管理対象が、特定の生物剤から科学技術一般に広く目
を向けなければいけない状況にあります。このデュアル
ユース技術へのアプローチは一つの重要な視点です。
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講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース
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さらにもう一つ、生物学的脅威をめぐる新たな紛争とい
う課題があります。これは次の牧野先生から詳しくお話が
ありますが、こういった感染症の初期対応に特に重要な病

演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

原体の検体、これをグローバルに共有することが、より原
因追及や医薬品の開発に本来つながるはずである一方、そ
ういった検体から得られる金銭的な利益などの還元スキー
ムが未成熟、という問題意識があり、この視点がしばしば
対立することで感染症への対応が遅れることが懸念されて
います。これらの問題を、重要な紛争の課題と考えて研究
テーマとして設定し、今回このような研究班の発足に至っ
た次第です。
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講演 2

病原体検体共有と外交紛争

演題２

病原体検体共有と外交紛争
牧野 友彦
国立感染症研究所 協力研究員
世界保健機関西太平洋事務局 医官
私は去年の６月からマニラにある WHO の西太平洋地域

染症の一つの特徴といえます。

事務局に出向しておりますが、厚生労働省で特に 2007 年

この幅広い安全保障の枠の中で、日本あるいは世界が、

から健康危機管理を担当し、日米安全保障条約やテロ対策

国という単位での対応は、私の大ざっぱな理解ですけれど

なども含めた仕事をさせていただきました。安全保障とい

も、一つは古典的な人為的なものに対する安全保障つまり

うまったく異なる世界の方々と協働する中で感じていた幾

戦争ないし紛争、そしてもう一方に自然災害というものを

つかの疑問に、齋藤先生がお考えの Health と Security の

軸として動いてきています。

関係がありました。そのご縁で連携を今に至るまで続けさ
せていただいているところでございます。

こちらに「戦争の放棄（昭和 31 年）」とあえて書かせて
いただいたのは、政府の統一見解として自衛権の範囲とし
て自国を攻撃し得る敵基地攻撃もその防衛の範囲に入ると
いう見解が示された年です。自国を守るという概念でこれ
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まで日本が動いてきたものが一歩踏み込んだ年でした。よ
り多様化するリスクの中でさまざまな脅威を、テロですと
か、あるいは自然界から沸き起こってくる感染症のような
ものをも視野に入れなければいけない現代はまさに、安全
保障に公衆衛生が入り込んできている文脈を私は感じてい
たところです。
そして、あわせて齋藤先生に御紹介いただきましたが、
世界健康安全保障イニシアティブ、英語でいうと Global
Health Security Initiative に仕事で関わらさせていただい
たときにも、Global Health と Security がどうつながるか

斎藤先生のお話の繰り返しになりますが、健康危機とい

と疑問に思いつつそこに立ち入ってみると、それまで自分

う概念そのものが広い中で、厚生労働省がそれまで焦点を

の考えていた Global Health という文脈と余りにかけ離れ

当てていたのは、主に感染症対策、肥満や、たばこ対策と

ていることに気がつきました。

いう健康に被害を及ぼすものでした。さまざまな視点をど

Global Health あるいは国際保健と日本語で言う場合の

ういう配置で考えたらいいのかと私なりに考えてみました

一番わかりやすい例は、途上国に行って病院を建てる、ワ

が、先ほどの齋藤先生の最初のスライドで、人為的なもの

クチンを配って子供たちの役に立ってよかったね、という

から、自然に起こるもの、そして安全保障の観点が主なも

人道的な援助という文脈にありました。これは、日本が外

のから、公衆衛生の観点のものまで、そのスペクトラムの

交の中心に据えてきた人間の安全保障、これはもともと難

幅広さに改めて思いを至らしめるとともに、その中で特に

民支援ですとか人権を守るといった文脈から出てきた概念

感染症というものがある種の領域横断的な要素を持ってい

ですが、その人間の安全保障の延長に Global Health があ

ることに気付きます。人の活動領域が世界に広がれば広が

ありました。それに対して Global Health Security という

るほど、自然界から新たな病気が入ってきます。HIV/

ものは、全く違うところから起こってきています。2007

AIDS もその典型ですし、人口の過密化が進むほどに、麻

年当時は新型インフルエンザが起こる脅威、そして天然痘

疹の流行が起こっていきます。こういった人間の活動と自

のリスクに対して世界がまだまだ冷めやらないころでした

然界との相互作用の中で疾患が発生してくるというのが感

ので、特に先進国が自分の国と自分の国民を世界から沸き
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砲の弾よりも感染症は早く飛んできたということです。

Security、治安や安全保障という概念でした。この中で

拶

Health がどう位置づけられていくのかと、いわゆる国際

者 挨

ら ど う 守 る の か と と い う「 国 を 守 る 」 文 脈、 ま さ に

催

やってきたのは 1543 年と 100 年以上かかっています。鉄

主

起こるさまざまな感染症なり、送り込まれるテロリストか

保健という２つの文脈が全く並列していたのがその当時
だったかと思います。
それから 10 年近くたって、まさにこれも齋藤先生に御
紹介いただいたとおりですけれども、人道支援であった
Global Health と 国 際 的 健 康 脅 威 か ら 国 を 守 る と い う

た。2009 年のパンデミックインフルエンザですとか、そ
の後も MERS、そしてエボラウイルス感染症の大流行と
感染症の拡大というものを契機にして２つの違ったセク
ターが近づいてきました。エボラのような新興感染症が起
ここに感染症にまつわる幾つかの画像をぱらぱらと載せ

が、その現地の人を助けるという人道支援のみならず、そ

ました。感染症は古来から非常に大きな脅威でした。国の

こから広がっていく、輸入例がアメリカや幾つかの国であ

半分の方が亡くなってしまう病気であったり、新大陸に持

りましたが、自分の国を守るためにも流行地域の能力を高

ち込まれた天然痘は原住民の人口を 1 割、2 割にまで減ら

めて、病気をそこでおさめることが必要だという理解に変

したと言われています。こうして弱ったアステカをスペイ

わってきました。そういう意味で、安全保障 Security と

ンが征服して植民地にしていったように、国のあり方が変

公衆衛生 Health が重なり合ってきているのが今の文脈で

わるような事態を感染症が起こしてきたといえます。

あり、感染症がそういうパラダイムを変える役割を果たし
てきたと考えています。

この感染症へのイメージをさらに変える象徴的な事案が
近年、2000 年初頭に２つありました。1 つが鳥インフルエ

実際感染症の広がりというのは、最近になって急に拡大

ンザと SARS の流行で、感染症の拡大は、実際には人に

するように言っていますけれども、昔から急速に広がるも

与える影響は小さくても、社会経済に与えるインパクトは

のだったことを改めて想起したいと思います。

非常に大きかったという事案が認識されました。そして下

਼ੀ峼峵ഉඪ
෭
ফ 崛嵕嵛崾崡ৗপಮৄ
ফ ম峑ਈੂ峘੶ஈ

崹嵛崯嵇崫崗崌嵛崽嵓崐嵛崞
y ফ +1ق崡嵂崌嵛௯ဪك
y ফ +1ق崊崠崊௯ဪك
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ことでした。これを契機に安全保障の人たちの視野の中に
生物兵器がリアリティーを持って受け入れられ、アメリカ
を初めとした天然痘テロ対策、ワクチンの備蓄の開始など
大きな意思決定のきっかけになりました。
この時から 10 年以上たって、今改めて公衆衛生と安全
保障が重なり合う時代を迎えております。新興再興感染症
の拡大が、公衆衛生が社会にインパクトを与えるという文
脈と、そして治安問題に公衆衛生が入りこむという両方向
の矢印が一緒になってきて、世界が感染症に対して共に対
応しないといけないという流れになっています。新興感染

梅毒が旧大陸に持ち込まれたのがコロンブスの新大陸発

症は途上国だけの問題ではなく、先進国と今では思われて

見からだと言われていますが、当時は 20 年かかって日本

いる韓国で MERS が拡大したように、先進国も当事者で

にやってきたと言われています。20 世紀の新型インフル

あ る と い う 意 味 で も Global Health と Global Health

エンザは 1 年ほどで急速に広がりました。これは、感染症

Security の視点は近づいてきていると考えられます。

拡大が非常に早くなりました、世界は小さくなりましたと
見ることもできますが、この当時、これより前 1400 年代

ここからは公衆衛生の世界における文脈をご紹介いたし
ます。

初頭にオーストリアで発明された火縄銃が日本の種子島に
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

ৗ௪嵣ગ௪ഉඪ
y ফ 6$56قඪਙళลஓඪණك
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として人が作りだした炭疽菌が人に向けて実際に使われた

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

の写真は 2001 年同時多発テロです。この真の脅威は兵器

講演２
病原体検体共有と外交紛争

こった際に、その地域でどれだけ封じ込めるのかというの

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

Global Health Security の文脈が非常に近くなってきまし

講演 2

病原体検体共有と外交紛争

て、世界に情報を発信するとともに、世界中の能力をその

ඪਙళลஓඪණق6$56ك

地域に集めて発生拡大を防止する対策をとるべきである、
Global に対策をとって地域で封じ込めるべきだという議
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論になりました。このコンセプトを WHO がルールにしま
6$56 $VRI'HF

した。それが国際保健規則、IHR の 2005 年の改正です。
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公衆衛生側の認識を大きく変えた事件は、やはり 2002
年から 3 年に起こった SARS でした。中国の山奥で 2002
年の末から発生しながらぽんぽんと広がっていきました。
中国当局が公表して、WHO がアラートを出すのが 3 月、
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中国当局が 2 月に公表したのを認めたという形です。そし
て、渡航勧告を出すのですが、その後もさらに広がり、カ

これも斉藤先生から御紹介があったので繰り返すしませ

ナダを中心に海外でも多くの被害を出してしまいました。

んが、IHR はもともとは３つの疾患を水際、国境対策で

振り返れば全体的な被害、影響を受けた人は、感染者 8,000

止めるための国際的な検疫の方法に関する取り決めという

人、死亡 800 人と、数としては東日本大震災でも 2 万人規

要素が強いものでした。これを、あらゆる脅威、まさに

模で亡くなっていることを思えば、あるいはインドネシア

CBRN 全てを対象として、この 4 つの基準に照らし合わ

のスマトラ沖地震は 20 万人以上の死者がありましたが、

せて 2 つ以上を満たすときには即座に対応をとれるように

それらの自然災害に比べると、語弊がありますが小さな数

しましょうと変えたのでした。特に緊急事態と認められる

でした。しかし、社会に与えるインパクト、恐怖を与える

も の に つ い て は、PHEIC つ ま り Public Health

部分が非常に大きい、これが新興感染症の脅威です。

Emergency of International Concern というものを認識し
て、WHO の事務局長が緊急事態を宣言することによって
幾つかの権限を発動するという枠組みを新たにつくりまし
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2005 年に改正された IHR は 2007 年に履行が始まり、
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その 2 年後の 2009 年に第 1 号の PHEIC が出ました。新
型インフルエンザ A(H1N1) です。結果的には非常にマイ
ルドな病気で致死率も季節性のものよりも低い程度でした
ので、当時はいい練習をしたねという感覚でした。当時私
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は日本の連絡窓口をしていましたが、軽症でよかった、よ
かったぐらいな気持ちでいました。1 年たって PHEIC は
終了しました。
その後、5 年たって立て続けに 2 件 PHEIC が出されま

この広がりをどうやって収めることができたのかという

した。1 つは、アフガニスタン、パキスタンあたりを中心

議論の中で、対応をもっと早くしていれば山が低くなり、

とする野生株ポリオが再燃して、周辺の中央アジア等の国

そして早く終息していたのかもしれないと保健の人たちは

にしみ出した事案でした。根絶間近と考えられていた野生

考えました。

株ポリオが国際的に広がっていることに対して PHEIC が

この教訓、早目に対応するべしというところから、より
速い対応をするために何が必要だったか。
SARS の教訓は、発生国がその状況を素早く情報公開し
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出されました。
その直後、エボラ自体は 3 月からギニアでの流行は認識
されていましたけれども、これが西アフリカで拡大してい

ます。これについては、WHO の対応が遅かったですと

WHO 総会では先進国がワクチンを買い集めたこと、情報

か、さまざまな批判があり、今 WHO 自身が本来行ってい

共有をして国際的な危機に一緒に協力しようと言いなが

る組織改革、Reform とは別に、緊急事態対応の Reform

ら、結局は必要なワクチンが不平等にしか行き渡らないと

拶

の取り組みをせよと多方面から突かれているところです。

いう批判が集中しました。
日本も例外ではなくて、日本はもともと IPAPI という

熱とメディア等で言われていますが、実際に PHEIC とし

国際連携のドナーパートナーシップのメンバー De 自国民

て出されている内容は、小頭症と、そしてギラン・バレー

に提供するワクチンの１割は途上国に提供しようという連

症候群などの神経障害が頻発していることとされていま

携をスウェーデン等のドナー国と協議していたのに、新型

す。これがジカウイルスの感染症と関係しているのかどう

インフルエンザが発生した直後に日本はそこから一抜けを

かはまだわからないけれども、小頭症等の大量発生が

して提供するのをやめてしまいました。ほかの国よりもさ

WHO で緊急事態を宣言した内容です。それぞれ若干の文

らに国際協力を渋った国だったわけです。そういった日本

脈が違いますが、この 4 つの緊急事態宣言がこれまでに出

の恥ずかしい現状は、自分の国のためにワクチン購入に

されました。

使った金額に対して、WHO の予防接種への協力額は 1%

世界が、この改正された国際保健規則によってより一致

程度でした。これが現実です。こういった意思決定を各

団結して情報を集め、公開して、対策が早くなったかとい

国、特に先進国はせざるを得ないという国内世論があるの

うと、残念ながらさほどスムーズには進んでいないのが現

も事実かとは思いますが。

たものです。

ただし、これらの利己的な行いによって途上国からの信
頼は著しく失われました。そういった不信感が国際連携を
妨げていくという文脈が逆に加速されてしまった。これが

ਃଵ৶峢ੈৡ峃峵崌嵛崣嵛崮崋崾峘ಳ
ফ 崌嵛崽嵓崐嵛崞$ +1 SGP峘ઇธਁਂ؟峔বভ
岶ব峘嵗崗崩嵛ঢ়৴峘ਿ੍ল
ব岻বਓ嵉嵤崓嵤ਐ GRVHV  VKRWV
ব岻ୟো嵗崗崩嵛ਐ GRVHV  VKRWV
 *6.ਐফ峘ઞ৷ ੰ ڀ৺
 1RYDUWLVਐফ峘ઞ৷
:+2峢峘ಸଆமரੈৡস؟ PLOOLRQ86' 

 ܒৗ峉峔岣ଥ岤୩ୠ峢

その問題はさらに継続してより根深い問題に徐々に発展
していきます。この背景となる文脈である遺伝資源の所有
権という課題、そして健康危機管理と遺伝資源の所有権が
外交関係の文脈でどう議論されていくのか、この事案をこ
れから御紹介します。
新型インフルエンザが起こる数年前にすでに類似の問題
は指摘されていました。鳥インフルエンザ A(H5N1) が広
がり、次のパンデミックになるという恐怖が一番の中心
だったときに、もっとも多くの感染者を出していたインド
ネシアが、病原体を出す割には自分の国に必要なワクチン
が高くて買えないことを不平等だとして、ウイルス検体の

が協力しようといった 2009 年の新型インフルエンザのと

提供を停止した事件がありました。これが一つのモデル

きに、幾つかの反対方向の事実が認められてしまったこと

ケースになるかと思います。これに対して WHO はある程

です。これは日本の例ですけれども、当時のインフルエン

度の解決策を示すのですが、似たような事例が 2012 年に

ザワクチンの世界での製造能力が約６億から７億人分ぐら

中東コロナ MERS が出たときにも議論になり、そして現

いだと言われていました。その中で、日本が買い占めた量

在ブラジルがジカウイルスの検体提供しないという問題に

が、ちょうど足すと１億人分以上でした。結果的には使わ

もつながります。ジカの場合は政府の意思として提供しな

ずに契約を解除する分もあるのですが、必要なときに真っ

いというよりは、ブラジル政府が持っている法律規制が病

先に先進国がワクチンを買い集めてしまいました。アメリ

原体を外に出すことを規制しているというある種の現実の

カも同じようなことをやっています。フランスもです。

中で、世界が協力しづらいということが起こっています。

2009 年の年末から比較的軽症だということがわかって
きて、買い過ぎてしまったワクチンの処分に先進国は困り

これらの事例を振り返り、何が解決策になり得るのかを一
緒に検討したく思います。

始めます。そこで突然思い出したように人道支援と称し

インドネシアの事例をまず御紹介します。2006、7 年当

て、Aid の名のもとに途上国に提供しはじめました。これ

時どういうことをやっていたかというのをまず簡単に御紹
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

この不信感を印象付けた事案は、最初の PHEIC で世界

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

ৱ౺峘ਚથਥ
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2009 年、10 年の経験だったと言えるかと思います。

講演２
病原体検体共有と外交紛争

状です。根底にあるのが、不平等感ですとか不信感といっ

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

そして、4 件目がつい最近出されました。これは、ジカ

催

は誰が見てもおかしなことだということで、2010 年の

者 挨

主

るということに対して、8 月に 3 つ目の PHEIC が出され

講演 2

病原体検体共有と外交紛争

介させてください。

体を材料に使っているのにこれでは不平等ではないか、不
公平だと主張し始めました。そして、幾つかの政治的思惑

:+2峕峲峵崌嵛崽嵓崐嵛崞崎崌嵓崡ਫ਼৬ુથ৬
7KH:+2*OREDO,QsXHQ]D6XUYHLOODQFH1HWZRUN *,61

もあって、インドネシアは検体を提供するのをやめますと

:+2ੈৡ崣嵛崧嵤

いうのを 2006 年の 12 月に宣言、そしてそこから WHO は

েব嵣ୠ

ਫ਼৬ુથ峘৯
قહਸகك

:+2&ROODERUDWLQJ&HQWUHV&&V
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ਫ਼৬
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当時は、インフルエンザに特化した検体収集の制度が
1959 年代から WHO を中心に行われていました。グロー
バル・インフルエンザ・サーベイランス・ネットワークと
いうもので、世界約 100 の加盟国にあるインフルエンザセ
ンターから、当時４つあった協力センターにインフルエン
ザの株を出します。その配列の情報などを解析して翌年の

何が起こったんだ、SARS の経験をもとに協力するはず
じゃなかったのかと焦り始めて、議論が始まります。最初
は協力センターの役割だとかそういう話で始まったんです
が、とてもそんなレベルで終わる話ではなかったことに気
づきます。

ফ 崌嵛崱崵崟崊峕峲峵ਫ਼৬ૃ
েৱ౺峘ઽേষನق%LRSLUDF\ك
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流行株を推測し、ワクチン推奨株を選定していました。毎
年、来年はインフルエンザはこの型がはやりそうですねと
いうのを予想して、日本だと国内メーカーにワクチンをつ

インドネシアが主張して、そして途上国の多くの国、イ

くらせていますが、WHO は地球規模の流行株の予測をし

ランですとか北朝鮮ですとか多くの国がサポートした問題

ています。その勧告に基づいて各国が自分の状況でワクチ

点は、これまでの GISN の検体共有の枠組みは、結局は製

ンをつくったり購入します。日本でつくるワクチンは必ず

薬業者がウイルス株を使ってもうている生物資源の収奪行

しも WHO の勧告に従うわけではないのですが、参照にし

為、Biopiracy、海賊行為であるという一点目の主張でし

ているものです。こういう観光を長年やってきました。

た。そして、ワクチンが高値で手に届かなくて、不平等だ

病原体を共有するメリットというのは、地域の診断能力

ということです。三点目には、自分たちの途上国にワクチ

を支援するというサポートの意味と、そしてリスク解析を

ンを製造する能力をもたらす技術移転が必要だと主張しま

して来年何が起こるかを推測することです。その推測に基

した。そうすればこの不平等は解決すると。この３点目は

づいてシードウイルス、ワクチンのもとになるウイルスま

ありがちな技術協力の要求なのですが、それを非常に強く

でを協力センターが作ります。これが病原体を共有するこ

正当化する３点セットの主張を始めて、これが途上国の共

とによって世界が受けるメリットです。この後は、ワクチ

感を呼んで大きな議論になりました。

ン用のウイルスを製薬メーカーが手に入れてワクチン製造
をするという慣行が続いていました。
この 50 年の慣行、Practice に対して、インドネシアが
異を唱えた形になります。A(H5N1) に関しては、製薬メー

ਤব峒ಥব峘ৌয়ଡୗ
ਤব

ಥব

カーは協力センターから受けたシードウイルスを使って

9LUXV6KDULQJ DV *OREDO 6HFXULW\

9LUXV6KDULQJ DV %LRSLUDF\

作ったワクチンを何に使っているかというと、インドネシ

1R RZQHUVKLS QRU,35RQYLUXVHV

2ZQHUVKLS DQG,35RQYLUXVHV

,PPHGLDWH DQG HîFLHQW VKDULQJ

'XH3URFHVV DQG 'LOLJHQFH
3ULRU,QIRUPHG&RQVHQW 3,& 
6WDQGDUG 0DWHULDO 7UDQVIHU
$JUHHPHQW 607$

9ROXQWDU\ EHQHrW VKDULQJHíRUWV

0DQGDWRU\ EHQHrW VKDULQJ
PHFKDQLVP DQGRYHUVLJKW

$LGEDVHG SURYLVLRQ RIKHDOWKFDUH
HJ*OREDOYDFFLQHVWRFNSLOH

'LUHFW SURGXFWLRQFDSDFLW\ EXLOGLQJ
E\WHFKWUDQVIHUULQJ

アには 50 人、100 人と患者がいて、亡くなっているにも
かかわらず、それを高値で先進国に、しかも備蓄用で売っ
ているという批判です。自国にまさに患者がいるのに、そ
れを無視していざというときのために売っているんだとい
うわけです。現に病気に直面している自分たちは、その価
格では高くて買えない、自分の国がわざわざ提供した病原
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のは自国の資源を奪われている、海賊行為だというのに対

適正にできるための監視メカニズムをつくるための交渉が

して、先進国は、Global Health Security、世界が一丸と

2007 年に始まります。これが実を結ぶまでに５年間を要

なって協力するのだ、そしてその結果は、いいワクチンが

します。

拶

催

ないように見直すべきという論点と、そして利益の還元が

者 挨

主

当時の議論は、途上国としては、検体を出せと言われる

できればいずれ世界中の人の手にも届くと反論しました。
そして、そのために自分たちは製薬企業を通じていろいろ
な自主的な貢献をしていると主張しますが、途上国側は、
病原体は原産国に主権的所有権があり、それを提供するに
はしかるべき手順を踏まないといけない。事前の同意を得

といった合意文書を結ぶべしという主張をし、その利益還
元も義務づけろと主張しました。先進国側は、新興感染症
の脅威に対して利益配分に関する時間のかかる交渉をして
いては危機管理対応にならないので迅速な病原体の提供を
行うのが世界の健康のためだと反論し、議論は平行線のま

 ૡଛ峕峃峵ધછق6WDQGDUG0DWHULDO7UDQVIHU$JUHHPHQWك
97HUPRI5HIHUHQFHRI*,61DQG&ROODERUDWLQJ&HQWUHV
9(îFLHQF\YV 7UDQVSDUHQF\

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

てから、提供した病原体によって得た利益の何割かを戻す

:+2峑峘৮كق
ਿভ়ق,*0ك峑峘ਡ

 ਹஇଦীق%HQHrW6KDULQJك
9)DLUDQGHTXLWDEOHDFFHVVWRYDFFLQH
90DQGDWRU\YV9ROXQWDU\
99DOXDWLRQRI%HQHrW
9&DSDFLW\%XLOGLQJE\7HFK7UDQVIHU
 ੴਚથਥ
ق,QWHOOHFWXDO3URSHUW\5LJKWVك
9&RQVLVWHQF\ZLWKRWKHUIRUD
:,32:7275,36&%'
೭崌嵛崽嵓崐嵛崞$ +1 峕峲峵崹嵛崯嵇崫崗峕ඳਡ

まになってしまったといった経験があります。
IGM、Inter-Governmental Meeting というものを通じて
こちらに書いてあるような３つの論点について議論しまし

5HVROXWLRQ(%5
őőőŃƕƈƔƘƈƖƗŃƗƋƈŃźūŲŃŧƌƕƈƆƗƒƕŐŪƈƑƈƕƄƏŃؼŃƗƒŃƗƄƎƈŃƄƓƓƕƒƓƕƌƄƗƈŃƄƆƗƌƒƑŃƌƉŃ
źūŲŃƌƖŃƑƒƗƌƲƈƇŃƅƜŃƄŃŰƈƐƅƈƕŃŶƗƄƗƈŃƗƋƄƗŃƅƈƏƌƈƙƈƖŃƗƋƄƗŃƗƋƈŃƙƌƕƘƖƈƖŃ
ƓƕƒƙƌƇƈƇŃƅƜŃƗƋƄƗŃŰƈƐƅƈƕŃŶƗƄƗƈŃƚƈƕƈŃƐƌƖƘƖƈƇ ƅƜŃƄŃźūŲŃ
ƆƒƏƏƄƅƒƕƄƗƌƑƊŃƆƈƑƗƕƈ ƒƕŃƄƑŃūŘŃƕƈƉƈƕƈƑƆƈŃƏƄƅƒƕƄƗƒƕƜŃƉƒƕŃƕƈƖƈƄƕƆƋŃƒƕŃ
ƆƒƐƐƈƕƆƌƄƏŃƓƘƕƓƒƖƈƖŃƌƑŃƄŃƐƄƑƑƈƕŃƗƋƄƗŃƙƌƒƏƄƗƈƖŃƅƈƖƗŃƓƕƄƆƗƌƆƈőŃ

明確化するというところに落ちつくのですが、利益配分の

:+2ੈৡ崣嵛崧嵤峘ਜૠஙق7HUPVRI5HIHUHQFHك峒岮岰ੳ؟
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か、あるいは WHO の監視メカニズムに返すべきなのか等

た。最終的には文書を標準化させて検体を提供する手順を

あり方、特に WHO がシーズウイルスをワクチンメーカー
に渡したとき、利益を病原体の原産国に還元すべきなの

講演２
病原体検体共有と外交紛争

:+2峑峘৮كق
ফা :+2ষ৶হভ

が論点になりました。

:+2峕峲峵ੰৠ੧ফা

これに対して、WHO は直後の執行理事会で、GISN が
集めた病原体が間違った使われ方をしているのではないか
という認識が示され 2007 年 5 月の総会で非常に大きな議
論になりました。

:+2峑峘৮كق
ফা :+2ভ

 6HFXULQJHTXLWDEOHDFFHVVWRYDFFLQHV
 :+2WRHVWDEOLVKLQWHUQDWLRQDOVWRFNSLOHRIYDFFLQHVIRUSRWHQWLDO
SDQGHPLF
 :+2WRSURSRVHDrQDQFLDOPHFKDQLVPWKDWLPSURYHVYDFFLQHDFFHVV
 0HPEHUVWDWHVWRZRUNRQEXLOGLQJWKHFDSDFLW\IRUYDFFLQH
SURGXFWLRQ
 :+2WRH[SORUHWKHLQWHOOHFWXDOSURSHUW\ULJKWLVVXHV
 :+2WRZRUNRQGHYHORSLQJWKHIDLUPHFKDQLVPWRVKDUH
EHQHrWVIURPYLUXVVKDULQJ

SCOPE
H5N1 and other inŇuenza viruses with
human pandemic potenƟal
LEGAL STATUS
permissive, agreement-contract
SYSTEM
Virus sharing: PIP biological materials
standard MTA (1st to CCs, 2nd to Private)
BeneĮt sharing: ½ operaƟon cost by indst
GOVERNANCE
annual review + revision in 2017

そして、病原体の知的所有権を認めるべきかどうか、これ
も論点になりつつ、WHO の範囲外ということで成果物か
ら は 抜 け る 形 で 2012 年 に PIP、Pandemic Inﬂuenza
Preparedness Framework として実を結びます。

WHO の協力センターがもらったものを勝手に横流しし
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

5HVROXWLRQ:+$
 (QGRUVLQJWKHFRQWLQXDQFHRIYLUXVVDPSOHVKDULQJ
 $VVXULQJWKHLPSRUWDQFHRI*,61
 5HFRJQL]LQJLQWHOOHFWXDOSURSHUW\ULJKWVVKRXOGQRWSUHYHQWSXEOLF
KHDOWKDFWLRQV
 :+2WRUHYLVH WKHWHUPVRIUHIHUHQFHRI:+2FROODERUDWLQJFHQWHUV

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

3DQGHPLF,QsXHQ]D3UHSDUHGQHVV)UDPHZRUN

講演 2

病原体検体共有と外交紛争

だと引用されることでサイテーションインデックスがふえ

3,3 )UDPHZRUN 峘ਔଝ峒ੀ
ਔଝ
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るように、特許は使用料を払うことで利益を上げる。特許
も情報の活用促進の枠組みだということで特許を出したと
いうことだそうです。
今起こっているブラジルでのジカウイルスの話も、これ
も同じような延長にあります。自分の国で見つかった病原
体を勝手に外に流してはいけないという国内法があるそう
で す。 そ の 背 景 の 一 つ は、 先 ほ ど か ら 議 論 し て い る
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Security の発想です。悪意ある者に病原体を悪用されな
いよう、勝手に出してはいけないというルールをブラジル
が近年作ったそうです。さらに遺伝資源を取り扱うときの
利益配分のあり方を定める国内法も去年できたばかりだっ

この問題に関して一定の解決を見たとは言えますが、限

たそうです。その２つの縛りでブラジルの中の研究者が病

界が幾つかあります。意義としてはプロセスが明確化した

原体を海外に送ることが難しく、海外のより能力のある研

ことです。限界としてはインフルエンザに特化した枠組み

究機関での研究が進まなくなりました。なので、以前のフ

になってしまっているというところです。この後に続々と

レンチポリネシアの流行などのウイルス株を使って研究せ

起こってくる 2012 年の MERS、そして、今年のジカでも

ざるを得ないラボが多くなってしまっているというのが現

起こっている課題です。

状になります。
これらの背景にある問題として、生物資源、遺伝資源を
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先進国や企業が収奪行為をしているという批判が根底にあ
ります。この議論自体は今のような健康危機管理の中で感
染症の問題に関連して議論される以前から大きく取り上げ
られており、象徴的な大きな訴訟があったのが 1990 年代
です。
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MERS の事例をご紹介いたします。第１症例を見つけ
たザキ医師がサウジアラビア政府の定めに従って検査を出
したのですが、政府のほうからインフルエンザではないと
いうだけの返答を受け、もっと新しい病気が起こっている
と心配し、オランダのエラスムス病院に検体を送り、そこ
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で新しいウイルスが見つかりました。ザキはサウジアラビ
ア政府の手順に従わずに公表しました。そして、オランダ

もともと健康食品やハーブとしてインドで広く使われて

の受け取った側の病院は塩基配列の特許を申請しました。

いるウコン、ターメリックをアメリカにいるインド人が薬

この２つがサウジアラビア政府によって問題視されまし

にして 1994 年に特許を取ったところ、それに対して異を

た。自国の生物資源を勝手に奪い取ったということで、ザ

唱えたインド人、これもアメリカにいるインド人ですけれ

キは国外追放され、職を失いました。

ども、インド政府が相当支援をして、この特許は無効だと

この後特許の申請について問題視されたのですが、オラ
ンダのエラスムス病院は、研究の阻害をするものではな

主張しました。アメリカの裁判所で２年後に無効の判決に
至りました。

く、特許というのは学術論文と同様に情報を公表すること

これが一つの先鞭となって、生物資源、特に伝統的知識

で利用を促進するものとはんろんしているようです。論文

をもって使われている生物資源を特許化するのはおかしい
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検体共有の話に戻らせていただきますけれども、病原体

３つ目の柱が、生物資源、遺伝資源を使ったときには原

を 共 有 す る GISN で す と か PIP Framework と い う 慣 行

産国に適切に利益を還元するという規定です。2001 年の

拶

ていただきます。

者 挨

1993 年に始まった生物多様性条約にあります。

催

課題に直結する大きな一つの規範ですが、ここでは飛ばせ

主

という議論が沸き起ってきました。この根拠となる規範が

は、あくまでお互いの契約でやっていたということになり

ボンガイドラインという運用指針がありましたが、2010

ます。善意でシェアしている。これに対して、もう少し国

年名古屋で開かれた締約国会議で、議定書という法的拘束

際法的な正当性がないのかというところで、根拠にされる

力を持つ形で採択されました。これは 2014 年に発効し、

のが IHR です。IHR 本文は迅速に情報提供しろとしか書

今では 70 カ国程度が参加国になっています。

いていないのですが、提供する情報の範囲に遺伝配列の情

のかというのを振り返ったのがこちらのスライドです。
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これと別のところに、もう一つの大きな存在として生物

PIP Framework は、まず対象が非常に狭いです。合意

多様性条約があります。アクセスと利益配分という条項が

に基づくものでしかなく法的拘束力はないですが、今では

あります。これが今の大きな焦点になっているものでし

機能している枠組みです。

て、これらがお互いどう関係しているかというのが今の大

改めて、生物多様性条約の紹介をさせていただきます。

これに対して、IHR は WHO 加盟国全てを縛る法的拘
束力がある枠組みでありますが、既存の枠組みを優先ある
いはほかの枠組みを優先するという条項があります。
名古屋議定書自体は、今度は対象となるメンバーは締約
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国しか縛らないのですが、視野に入っているものは非常に
広く、人を除く生き物の遺伝資源全てを対象としていま
す。そして、提供国と利用者、製薬企業などがどういう契
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約をするべきか、そして利用者のいる国がこれをきちんと
監督しなさいということを定めているのが名古屋議定書に
なります。

演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育
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講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

きな外交問題に発展しているところです。

講演２
病原体検体共有と外交紛争

েਙ৺ &RQYHQWLRQRI%LRORJLFDO 'LYHUVLW\ &%'
崊崗崣崡峒ਹஇଦী $FFHVVDQG%HQHrW6KDULQJ $%6
2ZQHUVKLSULJKWV RQJHQHWLFUHVRXUFHV &%' $UW
n VKDULQJLQDIDLUDQGHTXLWDEOHZD\ WKHEHQHrWVDULVLQJIURPWKH
FRPPHUFLDODQGRWKHUXWLOL]DWLRQRIJHQHWLFUHVRXUFHVZLWKWKH &RQWUDFWLQJ3DUW\
SURYLGLQJVXFKUHVRXUFHV|
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講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

報も含まれるのではないかという決議がされています。

これらの３つの枠組みがお互いどういう位置関係にある

生物多様性条約の三本の柱のうち第一は、生物多様性の
保全、これは多くの人が合意する目的です。
２本目の柱に、持続可能な利用という名前のもとで遺伝
子組み換え物を規制するというものがあります。この論点
自体がきょうの後半のセッションであるデュアルユースの
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講演 2

病原体検体共有と外交紛争
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名古屋議定書にも、他に特化した枠組みがあればそちら

１つが本来の条約の目的に資する研究のためであれば利益

を優先するとありますが、これは農産物に関する条約が既

配分にこだわる必要はないであろう、合法的な目的を達す

にあり、それを意図したものだと考えられております。

るという観点です。３つ目、食糧供給を改善するためのも

PIP Framework はここでいう特化した枠組みに相当する

のであれば配慮すべきと。

という認識は今のところ確立してはいません。
この名古屋議定書の利益配分の手順はこちらです。

そして２つ目にあるのが、この部屋にいる私たちに一番
関心のあるところかと思います。公衆衛生上の緊急事態に
おいては特別な配慮をして、素早く遺伝資源、要するに病

ଽો৮છ峕岴岻峵્શ峔ଦൟ
$UWLFOH 6SHFLDO &RQVLGHUDWLRQV
,QWKH GHYHORSPHQW DQGLPSOHPHQWDWLRQ RILWV DFFHVV DQGEHQHrWVKDULQJ
OHJLVODWLRQ RUUHJXODWRU\UHTXLUHPHQWV HDFK 3DUW\VKDOO
েਙ峘৳৸峕ৱ峃峵ଢ଼
D &UHDWH FRQGLWLRQVWRSURPRWH DQG HQFRXUDJH UHVHDUFK ZKLFK
FRQWULEXWHV WRWKHFRQVHUYDWLRQ DQG VXVWDLQDEOH XVHRI ELRORJLFDO
GLYHUVLW\ SDUWLFXODUO\LQGHYHORSLQJFRXQWULHVLQFOXGLQJWKURXJKVLPSOLrHG
PHDVXUHV RQDFFHVV IRUQRQFRPPHUFLDOUHVHDUFKSXUSRVHV WDNLQJLQWR
DFFRXQWWKHQHHG WRDGGUHVV D FKDQJHRILQWHQW IRUVXFKUHVHDUFK
ਁಃୋে峘ಸহଙ峕岴岻峵ဌச峔ৌૢ
E 3D\GXHUHJDUGWRFDVHV RISUHVHQW RULPPLQHQW HPHUJHQFLHV WKDW
WKUHDWHQ RUGDPDJH KXPDQ DQLPDO RU SODQW KHDOWK DV GHWHUPLQHG
QDWLRQDOO\ RULQWHUQDWLRQDOO\ 3DUWLHV PD\WDNH LQWRFRQVLGHUDWLRQWKH QHHGIRU
H[SHGLWLRXV DFFHVVWRJHQHWLF UHVRXUFHV DQGH[SHGLWLRXV IDLU DQG
HTXLWDEOH VKDULQJ RIEHQHrWV DULVLQJRXWRIWKH XVH RIVXFKJHQHWLF
UHVRXUFHVLQFOXGLQJ DFFHVVWRDíRUGDEOH WUHDWPHQWVE\ WKRVHLQ QHHG
HVSHFLDOO\ LQ GHYHORSLQJ FRXQWULHV
୫મஔ峘ୖ峕ৌ૪峃峵ૼ
F &RQVLGHU WKH LPSRUWDQFHRIJHQHWLFUHVRXUFHV IRUIRRGDQGDJULFXOWXUHDQG
WKHLUVSHFLDO UROHIRU IRRG VHFXULW\

原体を共有して研究を促進させるべきであると同時に、
カップリングされているのが得られた利益も素早い形で共
有するべきとありあす。その利益配分として、Aﬀordable
treatments という表現のように、要するにワクチンを適
切な価格で供給しなさいといったことを示唆する文言がこ
の特別な配慮の中に既に明記されています。
この第二の特別な配慮をどのように運用するのか、が次
の課題になります。どういう枠組みがあれば遺伝資源のア
クセスが改善するのか、参照するべきは知的所有権が医薬
品のアクセスを阻害しているという議論に対して強制実施
権が認められた事例です。

原産国があって、その提供者が利用者に遺伝資源を渡し

؟ਠৰ峔ੰৠ峢

たときに、利益配分を含めた契約を結ぶこととされていま
す。ただし、その前に利用国からの事前の同意を得なさい



とあります。これが遺伝資源利用の枠組みです。その後、


利用者が自分の国に持っていって薬を開発したり、利益を
上げたときに、利益を原産国に還元しているかどうかを利
用国が見張り、それを監視するのがクリアリング・ハウス
の役割です。これが遺伝資源を共有する新たな規範となる
枠組みです。これに見合う国内制度をきちんと持っている
ことが名古屋議定書の締約国に求められる体制となりま
す。
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名古屋議定書の中で、利益配分を義務付けるとはいって
も、余り厳しくしなくてもよい、特別な配慮をしたほうが

タイやインドが発動しているように、エイズ薬やがん治療

いい状況があることも記載されています。第８条に３項目

薬を、自分の国の人たちを守るために製薬企業の同意な

出されています。

く、自分で同じものをつくって提供するという枠組みと似
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ります。主権的権利を持つ原産国が提供を拒否していると

に、公衆衛生の人が自分たちの殻の中にいて、あの条約は

しても、世界の公衆衛生に資するためであればその権利を

変だ、おかしいと言っていてもしようがないわけで、ほか

多少阻害してでも病原体へのアクセスを担保し、世界中の

の分野の人たちの中に入っていって、健康あるいは公衆衛

拶

人に医薬品開発の利益を享受させるべきであるという文脈

生の価値というのを提て、発信していく。ほかの分野にヘ

で何らかの制度がつくれないかと考えているところです。

ルスというものを植え付けていくような努力がこれまで足

しかし実際の制度を検討すると、課題もみつかります。

らず、今後していくべきなのではないかと考えておりま

いったい誰が緊急事態の宣言するのかですとか、実際に本

す。
一つの類似として、持続可能な開発目標の採択に合わせ

たところは、依然として懸念される内容になるかと思われ

て WHO の同僚がよく言っているスキームなのですが、こ

ます。

れまでは疾病対策、マラリア対策や天然痘撲滅という
Disease Control をやっていました。Vertical Approach で
す。今でもずっとやっていますけれども、これだけだと足

䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ᴫᛕ

らない。結核対策の援助金で雇った看護師さんが HIV の

• ᗈ⩏䠖⏕≀ᐖ䛻ᑐ䛩䜛㜵ᚚᨻ⟇䞉ᑐ⟇

治療をすることが許されないのはおかしいということで、

– ఱ䜢Ᏺ䜛䛛䠛

ヘルスシステムをつくっていく、Horizontal Approach へ

• ே䞉␆⏘䞉⏕ែ⣔䞉㎰ᴗ䞉㣗⣊౪⤥䛺䛹

のシフトが言われてきました。

– Ⓨ⏕䛾ᩥ⬦

講演２
病原体検体共有と外交紛争

• ពᅗⓗ䞉ᨾⓗ䞉⮬↛Ⓨ⏕䠄ᅜᐙࠥୡ⏺つᶍ䠅

*RYHUQDQFHIRU+HDOWK

– ᑐ⟇䛾䝣䜵䞊䝈
• ண㜵䚸๓‽ഛ䚸᳨▱ࠥᑐᛂ
௨ୖ䛾䠏せ⣲䛛䜙ពᅗ䛩䜛䛸䛣䜝䜢᥎

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

当につくったワクチンや薬が平等に供給されるのかといっ

催

ともっとしておくべきだったのではないかと思います。逆

者 挨

主

たようなことが遺伝資源に対して言えないのかと考えてお

9HUWLFDO

䛩䜛ᚲせ

ὀ䠅㢮ㄒ 䠄䝞䜲䜸䝕䜱䝣䜵䞁䝇䚸䝞䜲䜸䝥䝸䝨䜰䝗䝛䝇➼䠅

+RUL]RQWDO

0XOWLVHFWRUDO,QWHUGLVFLSOLQDU\

'LVHDVH&RQWURO3URJUDPPHV
㻞

㼴㻌㼀㼛㼙㼛㼥㼍 㻿㼍㼕㼠㼛㻌㻞㻜㻝㻢

+HDOWK6\VWHP8QLYHUVDO+HDOWK&RYHUDJH
+HDOWKLQ$OO1DWLRQDO6\VWHP

そろそろまとめにさせていただきたいと思います。一点
目は遺伝資源の所有権を主張する側が自国の利益のために

2XWEUHDN5HVSRQVH
+HDOWK6HFXULW\$OO+D]DUG5LVN0DQDJHPHQW

衛生の人も、安全保障の人も共感するところかと思われま

+HDOWKLQ$OO1DWLRQDO6HFXULW\

す。しかし、遺伝資源を提供しないという側にも妥当な根
拠があり、それは倫理的な根拠と、そして国際法的根拠の
いずれもあるということを認識しなければいけません。自

水平アプローチは 10 年ぐらい強調されてきましたが、

国の権利を侵されるべきではないという主張にも十分な正

この次のフェーズが本来あるべきです。Health の部門が

当性があるのです。したがって、お互いを理解して歩み寄

やることだけでは Health の問題は解決しない。健康上の

る姿勢がまずは必要です。

課題をよりよく解決するためには、より外の世界にアプ
ローチしていかなければならない。例えば薬剤耐性が蔓延

供されることが必要です。新型インフルエンザの後のワク

しているときに、畜産分野では成長因子として抗生物質が

チンの不平等のようなことが繰り返されないことを担保す

使われている。それは、食糧供給ですとか食品産業の利益

る必要があります。

のためであって、その結果公衆衛生上の危機がより加速さ

そして、名古屋議定書については繰り返しになりますけ

れるという矛盾した状態にあります。この課題に手を打つ

れども、迅速な病原体の提供を促すような枠組みをきちん

には、幅広い畜産業ですとか消費行動の部分まで Health

とつくっていく必要があると考えております。

の価値観を持っていかなければいけません。Health-in-All-

これらの課題の根底にある現状、ランドスケープ上の問

Approach 等といえると考えます。同じように感染症対策

題というと仰々で恐縮ですけれども、やはりこういった外

でも流行が起こって封じ込めるというこれまでの枠組みか

交問題や経済的な思惑の文脈に公衆衛生上の公共財として

ら、より幅広い視野の中で感染症対策のスキルをいろんな

の価値、つまり全ての人が健康という恩恵に与るという認

ところに当てはめていく必要があります。ここまでは

識を植えつけていくような努力を Health の人たちがもっ

Health の中だけなのですが、この先によりさまざまな安
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

そして、公平性を担保する、きちんと得られた利益が提

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

世界を危機に陥れているという主張がります。確かに公衆

講演 2

病原体検体共有と外交紛争

全保障の枠組みの中で Health、公衆衛生という価値観が
顧みられるような努力を私たちがしていく必要があるので
はないかと考えております。
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主
催

演題３

者 挨
拶

合成生物学・遺伝子工学と
デュアルユース
木賀 大介
東京工業大学大学院総合理工学研究科 准教授（３月時点）

クをつくりましょうという話になってきます。そうする

観点でお話しさせてください。東工大の木賀と申します。

と、工学一般で行われているようなことが必要になるん

ただ、合成生物学というのが明らかに生物だけじゃない融

じゃないですかということを紹介します。
最後に、この分野はこういった融合領域ですとなかなか

雇ってくれているところ、今現在知能システム科学専攻と

人材がそろっておりません。そういう意味で、業界を挙げ

いうようなところにおります。あくまでも生ものがバック

て国際学生コンテストというのを開いております。その中

グラウンドで、生化学の研究出身なんですが、融合系が性

で実はこのデュアルユースの伝え方というのが非常に重視

に合っているようです。

されているということについて紹介させてください。

᭷⏝䛺ᢏ⾡䛾䝬䝑䝢䞁䜾
ཎ⌮䛻
ᇶ䛵䛟⤖ᯝ
ಶ䚻䛾
⏫ᕤሙ

ఏᢎ䛾ᅔ㞴䛺
⫋ேⱁ

㓇㐀䜚

ᕤᏛ୍⯡
ྜᡂ⏕≀Ꮫ䛾᪉ྥ

⪅䛻䜘䜛
⌧ᛶ
㑇ఏᏊ 䠄⏘ᴗᣑ
䛂ᕤᏛ䛃 䛾๓ᥦ䠅
₎᪉
㼕㻼㻿䠐ᅉᏊ

┤ឤ㻛⤖ᯝ䜸䞊䝷䜲
今日の発表目次です。まずイントロとして、私は、本来

いろいろ技術を考えたときに、この合成生物学というの

根っこは工学者でなく、理学者なんですけれども、そちら

がほかの生物系のものや、それから一般的な工学と比べて

のマインドをちょっとだけお話しさせてください。

どうなるのかなということをマッピングしてみると、こん
なもんかなと考えております。２軸をとってみました。１

物学というのが出てきたんですよということをお話ししよ

つが伝承の難しい職人芸、その逆がほかの人間でも再現で

うと思います。

きること、これは間違いなく産業拡大の前提であると思い

ただ、こういうことをやっていて気づきましたことが、

ます。もう一つの軸です。原理に基づいて結果が出ること

実はこの遺伝子工学って本当に工学だったのかな、という

と、直感でやってもとにかく結果オーライならばよいとい

ようなことを、改めて今のシステム科学の専攻の周りの先

う考え方もあります。多分遺伝子工学というのはまだまだ

生と話して思った次第です。

原理に基づくというところには、若干はあるんですけれど

実際これから遺伝子をたくさん組み合わせることが可能

も、本当に工学かと考えるとなかなか怪しいと。一般的

になってきます。そうすると、遺伝子のオン、オフという

に、イノベーションが可能な工学は、まずイノベーション

ものもプログラムで考える必要が出てくるということがわ

というのは連鎖できる。なぜならば原理に基づいて結果が

かってきました。

出てくるから、さらには他人によっても再現可能であるか

であるならば、数理モデルに基づいて遺伝子ネットワー

ら、場合によっては他人も新しい組み合わせをつくること
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

そういった意味から、実は見る生物学に対してつくる生

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

⚄䛾ᡭ䛻䜘䜛
እ⛉ᡭ⾡䠛

䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䛾㐃㙐

講演２
病原体検体共有と外交紛争

合分野なんだなというのを感じておりまして、実際自分を

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

合成生物学、今回に関しましては遺伝子工学の延長という

講演 3

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

ができる、ここが鍵かと思います。こちらを合成生物学は

るんですけれども、情報生命博士教育院といった形で情報

目指しているわけです。

と生命の両方のことができるような人材を育てようという

合成生物学とは結局何なのかなと考えると、今までの生

ことが大学院のプログラムとしては存在します。とはいえ

物工学を発展させたものだ、拡大させたものだという捉え

大学院に入ってからだと難しいところがあるので、このよ

方ができます。１つ目の軸が、外来性の遺伝子がどれだけ

うな融合教育は学部から進めてみた方が良いと思っていま

たくさん入ってきていますかというところです。古典的に

す。

は、最初のころの遺伝子工学を思い出してみますと、例え

また、研究者サイドとしては、この「細胞を創る」研究

ばインシュリンを大腸菌に造らせましょうというと、１個

会というのが、これで９回ほど開いておりまして、準備会

遺伝子を入れればよかったわけですね。

から入れるとちょうど１１になるんですが、これもことし

ところが、今や１０個、数十個、場合によっては数百個

の秋１１月２１日２２日に早稲田大学で行います。ぜひ興

遺伝子を微生物の中に入れて微生物を改造しましょうとい

味を持たれた方はいらしてください。こちらに関しては私

う話になってきているわけです。恐らくそう遠くないうち

も一度会長を務めております。大体こういうことをする

に本当にゲノムを丸ごと入れましょうというようなことが

と、大学院生以上で毎年大体３００人ぐらいの人間が集ま

まともな研究費の公募として出るんじゃないでしょうか。

るような会になっております。

それから、一個一個の遺伝子についても、天然のものだ
けではなくて、どんどん改変していったものが使われてい

take home
message

ますよというところになるわけです。
今までも既にセキュリティに関して関心のあるようなこ

 ⌮ゎ䛩䜛

とが幾つかあったと思いますけれども、ひょっとしたら合

–䝅䝇䝔䝮䜢⤌䜣䛷
⌮ゎ䜢☜䛛䜑䜛
–䛒䜚䛘䛯䇾⏕䇿䛾㏣ồ

成生物学というのは、悪い目で見るとより広いバリエー
ションを持っているから人類社会に対して新たなリスクに

 ᙺ❧䛶䜛

なるかもしれない。であるならば、我々はどう防がなきゃ
いけないか、そういったことが起きないようにするために
は、我々にはどういう自己規制が必要か、教育が必要か、
マインドが必要かということを最後にお伝えしたいと思い

⏕≀Ꮫ䛻䛚䛡䜛
䛴䛟䜛䜰䝥䝻䞊䝏䛾ព

ྜᡂ⏕≀Ꮫ䛜᭱⤊ⓗ䛻
┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛿䛹䜣䛺䛣䛸䛛䠛
䛣䛾⛉Ꮫ䛿♫䜢䚸ୡ⏺䜢䛹䛖ኚ
䛘䛶⾜䛟ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛾䛛䠛

㠀ኳ↛⏕≀Ꮫ
⏕䛾㉳※
䜰䝇䝖䝻䝞䜲䜸䝻䝆䞊

◊✲⪅䛜ከᵝ䚸
䝂䞊䝹䜒ከᵝ
⌮Ꮫ䛸䛧䛶䚸ᕤᏛ䛸䛧䛶䚸

ます。
さて、これが１つ目なんですけれども、生物学において

䛴䛟䜛ே䚻䛜㞟䛖䝁䝭䝳䝙䝔䜱

つくるというと一般的に工学かと思われるんですが、実は

ᩥ⛉┬⛉◊㈝
᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ 䛂ྜᡂ⏕≀Ꮫ䛃

理解するためにも大切です。その理解が進むとさらにより

䛂ศᏊ䝻䝪䝔䜱䜽䝇䛃

大きなものがつくれますという形が出てくるかと思いま
ᮾிᕤᴗᏛ
ሗ⏕༤ኈᩍ⫱㝔

⏕≀Ꮫ䞉ᕤᏛ䞉
ሗ⛉Ꮫ䛾⼥ྜ

す。

༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱
䝸䞊䝕䜱䞁䜾䝥䝻䜾䝷䝮

そういった意味で、実は合成生物学とは方法論なので、
研究者が多様で、ゴールも多様です。このため、特定の化

䛂⣽⬊䜢䜛䛃◊✲

合物なり生物をつくることが合成生物学です、いう言い方
ᮌ㈡䛿2011-12ᖺ䛾
㛗䜢ົ䜑䜎䛧䛯

は適切ではありません。逆にいうと、３０年後に合成生物
学者というのがいなくなっていると思います。なぜなら


ば、今、私は分子生物学者ですと言う生物屋はほとんどい
ません。一方、多分３０年前だと、私は分子生物をやって

つくる研究者のコミュニティーがありまして、例えばこ

いますという時代だったと思います。つまり、合成生物学

れは今年度、まさにあと１週間ぐらいで終わってしまうん

というのは方法論であると私は考えます。そういう意味

ですけれども、科研費では合成生物学という新学術領域、

で、方法論として、理学と工学と両面から社会にインパク

もしくは試験管の中でいろいろなものを組み合わせましょ

トを与えるんじゃないかなと考えるわけです。

うといった意味での分子ロボティクスといった新学術領域
がございます。
また、教育としては、東工大では、これは私も属してい
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役立てるというのは、何か新しいものをつくれば役立つ
というのは当然かと思います。
一方、つくって理解するということに関しても、恐らく

主
催

工学一般もしくはほかの分野の科学の観点から捉えると当

㑇ఏᬯྕ⾲䠖ኳ↛䛾䇾ᬑ㐢䇿ゎ䛸ேᕤゎ

先に脱線させてください。

Kiga et al., PNAS2002

ことができます。これはゼノバイオロジー、非天然生物学

䠎䠌

JHQHWLF FRGH
ZLWK  DPLQR DFLGV
UUC

も、昔地球上にいたであろう生命の起源を考える、もしく

UUA
UUG

Phe
Leu

CUU
CUC
CUA

UCU

UAU

UCC

UAC

UCA

Ser

UCG
CCC
CCA

UAA
UAG

CCU

Leu

CAU

Pro

CAC
CAA

CUG

CCG

CAG

AUU

ACU

AAU

AUC

Ile

AUA
AUG

GUA
GUG

ACC
ACA

Met

GUU
GUC

CUA

AUC

Thr

ACG
GCC
GCA

AAA
AAG

GCU

Val

AAC

GAU

Ala

GCG

GAC
GAA
GAG

Tyr
Stop
Stop

His
Gln
Asn
Lys
Asp
Glu

UGU
UGC
UGA
UGG

Cys
Stop
Trp

/\V

AUG
tRNA Lys

Ile

CGC
CGA
AGU
AGC
AGA
AGG

Ser

GGA

Met
Val

GUG

AAG

UCA

Ser

UAA

UCG

UAG

CCU

CAU

CCC
CCA

Pro

CAC
CAA
CAG

ACU

AAU

ACC

AAC

Thr

AAA

ACG

AAG

GCU

GAU

GCC
GCA

Ala

GCG

GAC
GAA
GAG

UGU

Tyr

UGC

Stop

UGA

21st aa

UGG

His

CGU
CGC

Gln

CGA

AGU

Lys

AGA

Asp

GGU

Glu

AGC

AGG
GGC
GGA

GCU
GCC

Ala

tRNA 2

GCA

DOD56 HQ]\PH

GCG

Thr

ACU

tRNA 1,3

Thr

tRNA Thr
2
tRNA Thr
4

Arg

ACC
ACA
ACG

7KU56 HQ]\PH

CGG

Asn

FRGRQ

tRNA Ala
1B

Cys
Stop
Trp

Ser
Tyr

Arg

tRNATyr
1

UAU

tRNATyr
2

UAC

7\U56 HQ]\PH

Gly

21st
aa

GGG

tRNA new

UAG

DD56 PXWDQW HQ]\PH

$OD56

$OD

Arg

tRNA Ala
1B
tRNA Ala
2

GGU
GGC

GUA

AAA

Arg

CGG

UAC

ACA

GUU
GUC

/\V56

CGU

UAU

UCC

CCG

AUU

FRGRQ

ᬯྕ䛻⏝䛔䜙䜜䜛䜰䝭䝜㓟䛾ᩘ䜢
ቑ䜔䛧䛯䜚ῶ䜙䛧䛯䜚

GCU
GCC
GCA
GCG

Gly

7\U

GGG

tRNA 1

Tyr

UAU

tRNA Tyr
2

UAC

7\U56
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䛂ᬑ㐢䛃ⓗ䛺䠎䠌䛿
≀⌮Ꮫⓗ䛺ไ⣙䛷䛿䛺䛔

FRQVWUXFWLRQ RI JHQHWLF FRGH
ZLWK  DPLQR DFLGV
UUU
UUC
UUA
UUG
CUC
CUA

᰿ᮏཎ⌮䜢ኚ䛘䜜䜀᪂つᢏ⾡

Leu

UCG
CCC
CCA

ACC
ACA

Met

ACG

Val

GCA

GUU

GUG

UCA

UAU

Ser

UAA
CAU

Pro

CAC
CAA
CAG
AAU

Thr

AAC
AAA
AAG

GCU
GCC

UAC

UAG

ACU

Ile

AUA

GUC

UCC

CCG

AUU

AUG

UCU

CCU

Leu

CUG
AUC

≉ᐃ䛾䜰䝭䝜㓟䛜䛺䛔䝍䞁䝟䜽㉁䛾㐍ᕤᏛ

Phe

CUU

GUA

も、そういった環境にどんな生物がいるだろうかというよ

Leu

UCU

GAU

Ala

GCG

GAC
GAA
GAG

Tyr
Stop
Stop

His
Gln
Asn
LysAla
Asp
Glu

UGU
UGC
UGA
UGG

DPLQR
W51$
DFLG

Cys

/\V

Stop
Trp

tRNA

FRGRQ

Lys

/\V56

AAA

CGU
CGC
CGA

AAG

Arg

CGG
AGU
AGC
AGA
AGG

$OD56

Ser

$OD

Arg

Ala

tRNA x

Ala
tRNA 1B
Ala

tRNA 2

GGU
GGC
GGA

GCU
GCC
GCA
GCG

Gly

7\U

GGG

Tyr

UAU

Tyr

UAC

tRNA 1
tRNA 2

7\U56

Kobayashi,,,, Kiga, 2012

うなことを考えるというようなことの研究分野がありま
実際ふやしたり、減らしたりすることは、少なくとも試

す。

験管内で動作する遺伝暗号という意味ではできるので、こ

䝉䞁䝖䝷䝹䝗䜾䝬䛸ᬑ㐢㑇ఏᬯྕ⾲
㑇ఏᬯྕ䛾⩻ヂ䠖 DNA䛾ሷᇶ㓄ิ䠄䠐✀㢮䛾ᩥᏐ䠅䛻グ䛥䜜䛯㑇ఏሗ䜢䚸
䝍䞁䝟䜽㉁䠄䠎䠌✀㢮䛾ᩥᏐ䠅䛾䜰䝭䝜㓟㓄ิ䛻ኚ
U
C
A
G
」〇

U

RNA (4✀ 䝚䜽䝺䜸䝏䝗)
⩻ヂ

䝍䞁䝟䜽㉁ (20 ✀

䜰䝭䝜㓟)

ませんし、ある幅の中に納まるのは必然があるかもしれな
い。これは、実際に物をつくってみて比較するというの

C

が、合成生物学ができる生物学特有のつくってわかる生物

A

㌿

制約もしくは偶然と必然のうちの、偶然が多いのかもしれ

学という考え方です。

G

⭠⳦䛛䜙䝠䝖䜎䛷ඹ㏻

䛣䛾ඹ㏻䛧䛯ᩘ
䠐䛸䠎䠌
䛿ᚲ㡲䠛

ただし、ここで根本原理を変えていますので、新しい技
術も生まれてくるといった形で、実際特許を取ることも可
能になっています。
⏕䛿㒊ရ䛜㞟䜎䛳䛶ᡂ❧䛧䛶䛔䜛㝵ᒙ䝅䝇䝔䝮
Ȇࡢș͈ါள͈ٜ͒

私自身は、例えばこの遺伝暗号表に４つＡＣＧＴが書い

ゎᯒⓗ䜰䝥䝻䞊䝏

Ȇ֒ഥঊ͞ΗϋΩ·ৗ
ྶ

͈ࡽैဥٜͬ

ཎᏊ

䝡䝹䝕䜱䞁䜾
䝤䝻䝑䜽

⏕య㧗ศᏊ

⣽⬊䛾
㒊ศᶵ⬟

Ỉ⣲
Ⅳ⣲
❅⣲

䜰䝭䝜㓟
䝚䜽䝺䜸䝏䝗

DNA
RNA
䝍䞁䝟䜽㉁

㌿ไᚚ
⩻ヂ
䝅䜾䝘䝹ఏ㐩
ᴫ᪥ィ

２０になったかが非常に興味深いと思っておりまして、そ
うすると地球上に比較対象がなくて困るんですね、生物学
的な。ないんだったらつくってしまえばいいというような
形で、この暗号表の中のアミノ酸の数を増やしたり、減ら

⣽⬊

⤌⧊

ჾᐁ

ಶయ

䛣䛾䠍䠌ᖺ㛫䛾ኚ

したりということをやっております。ふやした細胞は私自

䞉䝀䝜䝮ゎᯒ䛻䜘䛳䛶ᵓᡂせ⣲䛜ุ᫂䛧䛶䛝䛯

身もつくりましたし、ふやした生物個体では、哺乳類や昆

䞉㒊ရ䜢ㄪ〇䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛

虫までもやっている人がいます。一方、減らしたものはま

生き物を見てみたいなというのが私の研究の本質でもあり
ます。昔はどんな生物の形だったかな、いきなり２０の複
雑なものがあるはずはないという考え方です。

さて、本筋のほうに戻ります。この後、みる生物学とつ
くる生物学という観点でお話しさせてください。
このシステム生物学という言葉が出て１５年、私も１０
年ぐらい前にこのスライドを使い始めたときには、「数年
前に」システム生物学なんてことを言っていたんですが、
かなり定着した言葉になっていますね、システム生物学と
いう言葉すら。つまり、生物というのが、いろんな部品が
集まって成立している階層性を持ったシステムであると。
こういった考え方は広く行き渡っていることかと思いま
す。実際細胞というものが集まって組織ができますけれど
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

だ試験管内の暗号表をやっているだけで、いつか減らした

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

てあって、アミノ酸が２０個書いてある、これも教科書に
書いてあることなんですけど、個人的にはこれが何で４と

講演２
病原体検体共有と外交紛争

DNA (4 ✀ 䝚䜽䝺䜸䝏䝗)

れは物理化学的な制約ではありません。何らかの進化的な

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

がある、というものが出てきていると思うんですけれど

CUC

CUG

はいろいろな科学ニュースで、系外惑星、太陽以外の恒星
を周る惑星や、木星・土星の衛星に生命が存在できる環境

UUG

Leu

CUU

DPLQR
W51$
DFLG

DPLQR W51$
DFLG
Ala

UUA

Phe

AUA
UUU

という単語が出てきたり、もしくは今はないんだけれど

21

UUC

拶

合成生物学のアプローチで今の地球と違う生物をつくる

DQ H[SDQGHG JHQHWLF FRGH
UUU

者 挨

然なのかなと思いますが、ここで１個だけ生物特有の話を

講演 3

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

も、細胞ができるためにはさまざまな部分機能が集まって

経の科学面ではなくて社説の中で、「「人工生命」をどう育

できている。１個の部分機能はやはりＤＮＡやＲＮＡやた

てるか」というのは、多分日経の社説の中では一番来てい

んぱく質が絡んでできている。さらに、このたんぱく質な

るほうのタイトルなんじゃないかなと思います。

ら、アミノ酸がたくさんくっついているしというような考
え方になるわけです。

これを書いてくださっている方は非常にありがたいとい
うか、私たちの分野からのアピールも頑張って書いても

こういった、要素を列挙する、ということは生物学の伝

らったところもあるんですけれども、必ずこの中には、何

統でもありました。ギリシャ、ローマ時代からの。つま

か役立つことじゃなくて、
「安全や生命倫理に配慮しつ

り、博物学というところから生物学は始まったわけですけ

つ」ということで、日経の方であればちゃんと見てくれて

れども、恐らく１９８０年代であれば遺伝子を１つ見つけ

いるということは非常に強く感じております。

ればそれだけで大発見になっていたような時代もあったか
と思います。

なぜならば、結局このことが起きたときに、やはり「細
胞を創る」研究会の面々と彼らはお話しているんですね。

ただ、だんだん調べる量とか精度がどんどん進んでいき

異口同音に我々メンバーは、いかに倫理、セーフティーと

ますから、今やゲノム、メタゲノム、多分そのさらに先ま

いうこと、セキュリティが必要かということは会の創設時

でいかなきゃいけなくなるわけですね。

から気にかけておりますので、多分そういった影響もある

といった形で、どんどん調べるという意味の情報が蓄積
してきております。文科省が毎年１枚何ちゃらマップとい
うのをつくっているんですけれども、「一家に１枚ヒトゲ

のかなと思います。
この人工合成が私たち細胞の中のＤＮＡ複製とどう違う
かということに関しては一度確認させてください。

ノムマップ」というのが少なくとも改訂され複数回発表さ

これは、自分の細胞もしくは私のおなかの中のバクテリ

れています。これは家庭であればこういうのを置いてもら

アはＤＮＡをつくっています。ただし、これはあくまでも

いたいわけですが、研究者ですとより深いデータベースを

コピーマシンで、もともとある鋳型をコピーしている。こ

見ることになるということは、皆様も御存じのとおりであ

れをＤＮＡポリメラーゼが走ることで、二重らせんから新

ります。

しい鎖を一個ずつつくるという形でコピーをしているとい

こういった形で、もう１５年以上ゲノム解析によって構

うことになります。

成要素が判明してきたということがあるんですが、それの

一方、化学的にもＤＮＡやＲＮＡをつくることが昔から

みならず生物の部品であるＤＮＡやたんぱく質を自由に調

できています。多分６０年代、７０年代の技術になるわけ

製できるようになってきている。しかも、受託合成業者に

ですが、ただし化学合成にしますと収率が低い。一文字を

発注できるといった形になってきています。これが大きな

繋げる成功率が、例えば手で合成すると９５％、機械を

変化かと思います。

使っても９９％で、いい収率じゃないかと思うかもしれま
せんが、たくさん繋げるために０．９９の１，０００乗とか

DNA䛾ྜᡂ䠖⏕యෆ䛾ྜᡂ䛸Ꮫྜᡂ
᭷ᶵྜᡂDNA᩿∦䜢
ά⏝䛧䛯ேᕤྜᡂ

⏕≀䛾ྜᡂ

㗪ᆺ䛾䝁䝢䞊䜢స䜛
䞉䞉䞉ACGTGCGTGACCA䞉䞉䞉

⮬⏤䛺㓄ิ䜢䜜䜛
䞉䞉䞉ACGTGCGTGACCA䞉䞉䞉

１万乗とかを考えるとすごく小さい数になってしまうと。
であるがゆえに、つくれる長さの限界というのが、ＡＣＧ
Ｔが大体１００個つながっていたら結構頑張ったねと言わ
れることになるわけです。

㗪ᆺ
⣽⳦䛾䝀䝜䝮DNA
=⎔≧䛾㙐
0.5-4M letters

ですから、生物のゲノムをつくるなんていうことは無理
᭷ᶵྜᡂDNA
10-100 letters

㗪ᆺ䛾ୖ䜢
䝁䝢䞊ᶵ䛜㉮䜛

だろうと。鋳型なしに自由な配列で長いＤＮＡを造るのは
▷䛔DNA䜢
㐃⤖
䠄⏕Ꮫᛂ䠅

䝁䝢䞊

無理だろうと思っていたんですが、さすがそこはアメリカ
という国は、じゃ１万本つくればいいんでしょという発想
になるわけですね。で、実際に１万本以上つくって、それ
を生化学的に組み合わせればゲノムができますよという話
になります。途中で生き物、大腸菌を使ったり、イースト

そして、これも６年前になってしまうわけですが、これ
はデザインしたゲノムではなくてほぼ天然のゲノムなんで

を使っていますが、鍵はここで一度化学合成をしています
ので、好きな配列のものができるということです。

すけれども、化学合成ＤＮＡをつくるところから始めて微

実際ヴェンター研では、人工合成したゲノムをつくると

生物一匹分のゲノムを人工合成してバクテリアの中に入れ

きに、途中に自分の名前やら、web アドレスを書いてい

たというヴェンター研による研究です。これに対して、日

ます。ひょっとしたら、これはセキュリティ的には重要か
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てくださいと。わけわかんないバクテリアだけど、はい、

つまり、遺伝子１個が大体１，０００ヌクレオチド、遺伝

私のものですというふうに言っている意味でもあります。

子１０個もつなげるとかなりのことがいろいろできるわけ

実際はその連絡先情報がゲノムから落ちないようにすると

で す け れ ど も、 １，０００ 文 字 で ５ 万 円、 １ 万 文 字 で

拶

かいろんな工夫も必要ですが、真面目にこれは一個の対策

５０万円、研究費と考えるとそんなに高いものではないと

だというふうに少なくとも彼らは言っていますし、うまく

いうことになっているわけですね。これもどんどん値段が

入れ込めば出典がわかるということは非常に重要なんじゃ

安くなっていますから、多分１万文字で数万円というとこ

ないかなと思います。場合によっては、最後の話を先に

ろになるかと思います。
最後に紹介します合成生物学の国際コンテストにこのＤ

よね。誰々がつくっただけはなくて、菌の弱点が書いてあ

ＮＡ合成会社さんがスポンサーとして出ておりまして、各

る、もしくはこういう回路でつくりましたということがあ

大学のチームに２万ヌクレオチドまでただであげます、つ

れば、より対処がしやすいのではないかという考え方にな

くってあげますということをやっています。本当にスポン

ります。

サーとして、技術としては皆さん使ってくださいというよ
うな形に広めているわけですね。そうすると副作用もあっ

DNA䛾ேᕤྜᡂ䛸䝮䞊䜰๎

て、彼らが研究室に入ると、先生、遺伝子はたくさん合成
するもんですよと。僕らに変異導入なんてさせないでくだ
さい、そんなちまちました実験じゃなくて、僕らは設計し

Human genome length

㙐㛗䛜䛝䛟䛺䜛
䛰䛡䛷䛺䛟
䝁䝇䝖䜒పῶ

108

106

104

㻞㻜㻜㻜

㻞㻜㻜㻡

㻞㻜㻝㻜

㻞㻜㻝㻡

㻞㻜㻞㻜

㼥㼑㼍㼞
Kiga and Yamamura, New Generation Computing,
26 (2008), p347-364 䜢ᨵኚ

2015-2020䛻䛿
䇾䝠䝖䝀䝜䝮䝃䜲䝈䇿䛾ேᕤྜᡂ䛜ྍ⬟!?

たいんですという学生が育ってくるという作用もありまし
て、なかなか研究費の面ではつらいこともあります。
そうなってくると、ごめんなさい、大分脱線してしまう
んですけど、日本でいかに長いＤＮＡをつくる会社を日本
の中につくるかということは、経済的な観点からも重要な
んじゃないかなと思います。全部海外に上がりを取られて

講演２
病原体検体共有と外交紛争

㻰㻺㻭㻌㼘㼑㼚㼓㼠㼔

1010

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

言ってしまいますと、設計図までわかっているといいです

催

１ヌクレオチド当たり多分５０円以下で売ってくれます。

者 挨
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もしれませんよね。間違えて逃げちゃったらうちに連絡し

いるよりかは、ちゃんと国内の産業としてあるといいん
じゃないかなと思いますし、実際経産省のプロジェクトと
これがどれだけ技術が伸びてきているかという話です。

しても１つそういうものが走っております。

くなったりというものがあるかと思います。でき上がった

Understanding of System

長さのＤＮＡと年を縦横軸にしても、これはきれいに指数

ゎᯒ㻛㑏ඖ䜰䝥䝻䞊䝏

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

技術の進展というのは、指数関数的に大きくなったり、安

の法則に乗っておりまして、どんどん長いものができるよ
うになってきた。手作業で１万本組み合わせるのはなかな
か大変ですので、上手に組み合わせるということを彼らは
やっています。いわゆる微細加工技術というのを組み合わ

ቯ䜜䛯䛚䜒䛱䜓䜢┤䛧䛶⌮ゎ

せることが非常に重要になっています。２０００年ぐらい
からの技術を延長で気づくともう１００万文字というのが

にヒトゲノムのものをつくる人が出るかもしれません。少

ྜᡂ㻛ᵓᡂ䜰䝥䝻䞊䝏
What I cannot create, I do not understand. -R. Feynman

なくともイーストのゲノムの改変、化学合成したＤＮＡで
置きかえていくということは、プロジェクトとして世界各

ところが、今日一番お伝えしたいことは、合成生物学と

国が協力して進めているという時代になっています。
（注：

は、システムを組んで理解を確かめるということと、理解

その後、２０１６年６月に、このプロジェクトの主体とな

に基づいた工学ですよ、ということをもっともっと強くお

る研究者やハーバードの教授らがチームを組んで、ヒトゲ

伝えしたいところがあります。

ノム合成計画を発表した。）

すごく単純にいうと、子供のころにおもちゃを直したこ

一方、これは安くなっているというほうもきれいに指数

とがあるという方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思

の法則に乗っておりまして、特に深い交渉をしなくても、

います。うちも４歳の男の子がいて、よく壊しているんで
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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つくられていて、これはひょっとしたらそう遠くないうち

講演 3

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

すけれども、ちょっと進展してきまして、最近は直すとい
うことを覚えてきました。そうすると、直すとどうやって

✀䚻䛾⏕≀䛛䜙䛾DNA㓄ิ䜢㟁Ꮚⓗ䛻
䝁䝢䞊䞉䝨䞊䝇䝖䛧䛶ேᕤ䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏䛩䜛௦䜈

動いているかってわかるんですね。すごく単純にいうと、
これがつくってわかる生物学の考え方です。
ただ、最近それ以上のことをできるだけお話しするよう
にしておりまして、遺伝子工学を真の工学にしたいという

Webୖ䛾
䝀䝜䝮ሗ

ところがメッセージとしてあります。
䝁䞁䝢䝳䞊䝍ୖ䛷䛾
㓄ิሗ䛾䝕䝄䜲䞁䛸
㑇ఏᏊྜᡂ䞉㞟✚

ࡇࢀࡽࡢ㑇ఏᏊᕤᏛ
㸦㸻ྜᡂ⏕≀Ꮫ㸧࡛ࡽࢀࡿ⣽⬊

㛗㙐DNA䜢
⣽⬊䛻ᑟධ

䝕䝄䜲䞁䛧䛯䝅䝇䝔䝮䛻ᚲせ䛺㒊ရ䜢
䛯䛟䛥䜣ഛ䛧䛯䝻䝪䝑䝖䜔ᕤసᶵᲔ䜢䛯䛟䛥䜣㞟䜑䛯ᕤሙ

⸆䞉⇞ᩱ䛾⏕⏘
⎔ቃί䠛

であるならば、生命システムデザインすればいいじゃな
いか、となります。つまりこういうことです。トマトから
この遺伝子をとってきて、クラゲからこの遺伝子をとって
きてということをしたければ、ウェブ上に全部配列が出て
いると。であるならば、ここからコピー・アンド・ペース
10

トしてコンピューター上で配列をデザインすれば、先ほど
お話ししましたように何万文字というＡＣＧＴの配列は業

つまり、これからの遺伝子工学というのが発展して合成

者がＤＮＡに変えてくれます。これを微生物に入れて実験

生物学になると何になるか。これは、システムをデザイン

に使いましょうということが想定されるわけですが、なか

して、このデザインしたシステムに必要な部品たちをたく

なかそうは問屋が卸さないと。なぜかというと、遺伝子と

さん装備したロボットとして細胞を考える、もしくは工作

いうのが２つの情報を持っています。何をつくるかという

機械をたくさん集めた工場として微生物の細胞を考える、

情報だけではなくて、そのたんぱく質をいつ、どれだけつ

場合によっては細胞集団を工場の集団としてサプライ

くるか、これがワンセットで一つの遺伝子ですね。トマト

チェーンとして考えましょうという考え方も出てくると思

では、いつ、どれだけつくるかという情報がたくさん集

います。

まったネットワークができているから、これでトマトの体

ただ、こういったことを考えますと、工場の中で全ての

になっている。これをちょっと間違えるとがん化してみた

工作機械がフルパワーで動いていたら何が起きるか。絶対

り、逆にただ死ぬだけの細胞になってしまったりというふ

困りますよね。中間産物が滞留します。じゃ、需要が変

うになるわけです。

わったらどうするんですか、部品の供給が一部変わったら
どうするんですかと。何とか生産調整をかけないとロスが

✀䚻䛾⏕≀䛛䜙䛾DNA㓄ิ䜢㟁Ꮚⓗ䛻
䝁䝢䞊䞉䝨䞊䝇䝖䛧䛶ேᕤ䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏䛩䜛௦䜈

出てしまうわけです。ということをよく考えてみると、
我々の細胞はその調整をやっているわけですね。

䛧䛛䛧䚸㑇ఏᏊ䠙Ⓨ⌧ไᚚ䠇䝁䞊䝗㓄ิ
䛧䛛䛧䚸⏕䜢䛴䛟䜛䛯䜑䛻
䛂㑇ఏᏊ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃䜢䛴䛟䜛䛯䜑䛻
䛹䛾䜘䛖䛺㒊ရ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜜䜀䜘䛔䛛䛿᫂
䛹䛾䜘䛖䛺ไᚚ䝥䝻䜾䝷䝮䜢᭩䛡䜀䜘䛔䛛䛿᫂
Webୖ䛾 䛹䛾䜘䛖䛺ไᚚ䝥䝻䜾䝷䝮䜢᭩䛡䜀䜘䛔䛛䛿᫂
䝀䝜䝮ሗ

䝅䝇䝔䝮䜢䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䛩䜛

䝁䞁䝢䝳䞊䝍ୖ䛷䛾
㓄ิሗ䛾䝕䝄䜲䞁䛸
㑇ఏᏊྜᡂ䞉㞟✚

㛗㙐DNA䜢
⣽⬊䛻ᑟධ

⸆䞉⇞ᩱ䛾⏕⏘
⎔ቃί䠛

ということは、このような考え方でいろんな生き物から
遺伝子をかき集めるときには、たんぱく質のコード配列は
そのまま使うことができるわけですが、いつ、どれだけつ
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発想が必要になってきます。という意味で、実は遺伝子工

電子回路ですね。電子回路をつくるときにどうするでしょ

学というところから真の工学に近づくというのが合成生物

うか。電子回路をつくるときに、規格化されてカタログに

学の本質で、たくさん遺伝子を組み合わせるためには発現

スペックが載っている部品を組み合わせるための設計図を

拶

制御をプログラミングしなきゃいけないじゃないかという

つくってあらかじめ動作を計算し、多分昔だったら手計

考え方になるわけです。

算、今だったらコンピューター上のシミュレーションで一

催

ただ、これは蛍かというとそんなことはありませんで、

者 挨

主

くるかということは自分が一からプログラムを書くという

定の組み立て操作というハンダづけもしくは機械を使った
⾜䛝ᙜ䛯䜚䜀䛳䛯䜚䛰䛛䜙
䛺䛛䛺䛛ᛮ䛔䛹䛚䜚䛾
⳦䛜䛷䛝䛺䛔

ものでシステムをつくる。あまりに多分工学一般としては
常識だと思うんですが、何で生物学ではこれをやらないん

㑇ఏᏊᕤᏛ䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆
䛯䛳䛯୍䛴䛾㑇ఏᏊ䜢⤌䜏㎸䜐䛰䛡䛷䜒

䜎䛷䛻䛔䜝䛔䜝
䛴䛟䛳䛯䛡䛹
䜝䛟䛺䛾䛜䛺䛔䜣䛰䚹
Ẽ㛗䛻䜔䜝䛖

実際合成生物学はこれを突き進めようとしておりまし
て、こんなものをつくった研究者がいます。
点滅しているんですが、蛍ではありませんで、大腸菌で
すね。大腸菌の中でＧＦＰの発現が振動しているというも
のをつくった人がいます。

ᑠᏛ㤋䛶䜣䛸䛖䝁䝭䝑䜽䝇
⸨Ꮚ䞉F䞉㞝
13
䝗䝷䛘䜒䜣20ᕳ p124-127䜘䜚
䠄ึฟ 70ᖺ௦ᮎ䠛䠅

Ⅼ⁛䛩䜛⭠⳦䜢䛴䛟䜛䛻䛿
䠏䛴䛾㑇ఏᏊⓎ⌧
ᢚไᅉᏊ䛜䝹䞊䝥
䛩䜛ேᕤᅇ㊰
ĺ䝍䞁䝟䜽㉁
CI
䛾㔞䛜ື

まして、たった１つの遺伝子を組み込んでいた頃の参考文

LacI

献によりますと、名前がすごいんですね、「イキアタリ
バッタリサイキンメーカー」というものがありまして、

dpi
dt

ș( pi

「新種の細菌をつくりだす実験装置だよ」と。ただ、初出

dmi
dt

mi

が、びっくり７０年代末です。びっくりです、本気で。と
ころが、この段階から言われているんです。「行きあたり
ばったりだからなかなか思いどおりの菌ができない」、「今

mi )
ᢚไᅉᏊࡢ
㓄ิ

ືࡍࡿ⠊ᅖ1

1 p nj

0

i=lacI, tetR, cI
j=cI, lacI, tetR

Į
ືࡍࡿ⠊ᅖ2

⣽⬊ෆ䛻ேᕤ㑇ఏᏊᅇ㊰䜢
ᵓᡂ䛧䛶ゎᯒ䛧䚸⣽⬊ෆ䛾
䝅䝇䝔䝮䜢ᩘ⌮䝰䝕䝹

ศゎ㓝⣲
ㄆ㆑㓄ิ

ȕ㸦ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ┦ᑐᑑ㸧
⏕≀Ꮫࡢ▱ぢ

䝍䞁䝟䜽㉁䛾ᑑ䛜
▷䛔䜋䛖䛜䜘䛥䛭䛖

ࡽࢱࣥࣃࢡ㉁
ศゎࢱࢢࢆᑟධ

Elowitz, Leibler. Nature 403, 335-338 (2000)

やろう」と。これは、１０年前にシステム系の専攻に着任

こういうものが行き当たりばったりでできるかというと

して、こう言われると悔しい思いをして、頑張ったのがこ

そんなことはありませんで、やはりこの３つのたんぱく

の私の１０年間の研究活動でもあります。

質、多分工学の話でいうとリングオシレーターというらし

一方、天然には蛍のようなきれいなものもあるわけです

いんですけれども、インバータを奇数回組み合わせるとオ

ね。飛んでいる蛍もいますが、蛍のようなものを人間がつ

シレーション、振動するという古典的なものらしいです。
なぜそんな話をするかというと、この回路図のほうを見
て、当時から自分がお世話になっている東大の萩谷先生

㟁Ꮚᅇ㊰䛾ᵓ⠏ᡓ␎䛻Ꮫ䜆

が、論文のタイトルじゃなくて回路図を見て、木賀さん、
何か振動しましたねって言われてしまったんですね。それ
ぐらい工学好きな人には、ものづくりが好きな人にはリン
グオシレーターは常識らしいです。
でも、合成生物学者は何をやったかというと、たんぱく
質やメッセンジャーＲＮＡの発現量がどう変化するかとい
うことをモデル化してあげて、そのためにはどういうパラ
メータ条件であればよいかということが見えてくる。そう
すると、たんぱく質の寿命が短い方がいいと。であるなら
ば、たんぱく質が早く壊れるようにタンパク質分解酵素の
認識配列をそのたんぱく質の末端につけてあげましょうと
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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つ᱁䛥䜜䛯㒊ရ䜢
⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䛯䜑䛾
タィᅗ䜢స䛳䛶䚸
䛒䜙䛛䛨䜑ືస䜢ィ⟬䛧䚸
୍ᐃ䛾⤌䜏❧䛶᧯స䛷
䝅䝇䝔䝮䜢స䜛

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

までにいろいろつくったけどろくなのがないんだ。気長に

くることもできます。

講演２
病原体検体共有と外交紛争

TetR

一方、遺伝子工学に関しましてはこんなイメージがあり

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

でしょうかという考え方です。

講演 3

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

いう流れになるわけです。

の法則だったり、もしくはその時代の人が速度イコール初
速プラス加速度掛ける時間というような式が出てくるわけ
⾜䛝ᙜ䛯䜚䜀䛳䛯䜚䛰䛛䜙
䛺䛛䛺䛛ᛮ䛔䛹䛚䜚䛾
⳦䛜䛷䛝䛺䛔

です。これは何が偉いかというと、こういった式の、初期
条件を変えたり、それから時間を変えたり、摂動を与えた
ときに、数理モデルの示すものと現実が同じ挙動をする。

ᕤᏛ䛻ษ䛺䛣䛸
䜎䛷䛻䜝䛟䛺䛾䛜
䛺䛔䜣䛰
Ẽ㛗䛻䜔䜝䛖

䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏
㒊ရ䛾つ᱁
ᐇ㦂᧯స䛾ᶆ‽

余りに当然かもしれませんが、葉っぱではこれが出てこな
いわけですね。まず単純化することが非常に重要であると
いうことになります。
さらには、もうちょっと考えてみると、観察に基づいて
モデルを考えていってといったところから、ティコ・ブ

つᶍ䝅䝇䝔䝮䜢
ᵓ⠏䛩䜛ᚲせ᮲௳

ラーエの観察からケプラーの惑星の３法則が出て、ニュー
トンさんはよく考えてみたらこういう落体の法則とこれが
同じ万有引力の法則に基づいているんだというような、か

こういったセンスが必要になるというのが、設計すると
いうことのまず第一段階かと思います。

なり抽象化した、なおかつ統一したモデルというのを立て
るわけです。

さらには、数理モデル化に対応すること。それから部品

つまり、よいモデルというのは何かというと、普遍性が

を規格化すること、ごめんなさい、きょうは時間の都合で

強い、適用範囲が広くて、なおかつほかの多くの科学と組

余りこの点に触れないんですが、いかにつくるためのカタ

み合わせ可能というのがキーワードなんだと思います。余

ログを整備するかということも大切かと思います。

りに当然なんですが、生物学にこれを適用したいというの

ただ、もう一つより重要なことは、その中のモデルとい

が合成生物学におけるモデル化の真の姿です。

うことについてもう少し深く掘り下げてお話しさせてくだ
ྜᡂ⏕≀Ꮫ䛻䛚䛡䜛䝰䝕䝹䛾㔜せᛶ

さい。

Gene network for
embryo development

ほᐹ

Dry
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䝰䝕䝹
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f=ma
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v=v0+at

+

Wet

ᦤື
same result?

ᦤື

」㞧䛺ኳ↛䛾
⏕䝅䝇䝔䝮

ྜᡂ䛥䜜䛯
⏕㒊ศ䝅䝇䝔䝮

same result ?
ேᕤ㑇ఏᏊᅇ㊰
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ึᮇ᮲௳䜢ኚ䛘䛯䜚ᦤື䜢䛘䛯㝿䚸
䝰䝕䝹䛸⌧ᐇ䛜ྠ䛨ᣲື
䠄䝰䝕䝹䛻䛿㐺⏝䛷䛝䜛⠊ᅖ㝈⏺䜒䛒䜛䠅

䜘䛔䝰䝕䝹䠙ᬑ㐢ᛶ䛜ᙉ䛔䠄㐺ᛂ⠊ᅖ䛜ᗈ䛔䚸䛾ከ䛟䛾⛉Ꮫ䛸⤌䜏ྜ䜟䛫ྍ⬟䠅

となってくると実際どうかと考えますと、まだまだ天然
の生物は複雑過ぎます。ですから、合成生物学で天然の生

そもそもモデル化って何でしょうかということを考えて

物を丸々つくるというのはまだできていません。ただし、

みると、最近こんなことを思っているんですけれども、モ

遺伝子１０個ぐらいであれば何とかモデルに基づいたもの

デル化とは、複雑な現象を抽象化して考えるわけですね。

がつくれますということを今から数分かけてお話ししま

そうすると、何か抜け落ちていることがあるからそれに気

す。

をつけましょうと。ただ、抽象化しないとわからないし、
使いにくいですということがメッセージです。

つまり、この複雑なものに対してモデルを立てましょう
というと、発生における地形、エピジェネティック・ラン

実際葉っぱが落ちるものを見ても、これは万有引力の法

ドスケープというものを使われることもあります。ただ、

則とか落体の法則なんか絶対出てこない。様々な影響を受

これが余りに抽象化し過ぎているので、ここにモデル上の

けてしまう葉っぱの落下を単純化した実験系をつくってあ

何かの摂動をしてみるとかということと生ものを対比させ

げて、落とすのか、正確には斜面のところを転がしたらし

ることは無理です。であるならば、要素が少ないシステム

いですね、ガリレオさんは。そういったところから、落体

だったら何とかなるんじゃないかというのが２０００年か
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にした。生物丸ごとだと複雑すぎるけど、遺伝子２つだっ

これをちゃんと説明しようとすると、ごめんなさい、今

たら何とかなるんじゃないですか、というところから始

日は時間が足りません。数理モデルに関して、制御工学の

拶

ふうにして、きれいに出しています。

者 挨

うと、葉っぱだといろんな要素が入ってきてしまうから玉

催

ですか、３個ですかというようなところを見ていくという

主

ら始まった合成生物学の運動の本質です。さっきの話でい

まっていきました。

授業で何回もかけて伝えることを、生物系の学部の講義で

実際に遺伝子が相互抑制するということに関して数式を
立ててあげて、これの遺伝子ネットワークを持った細胞が

も行うことが、これからの生物学の将来のために重要だと
考えています。

まず思ったとおりに動くし、それから例えばこちら側のプ
ྜᡂ⏕≀Ꮫ䛻䛚䛡䜛䝰䝕䝹䛾㔜せᛶ

ロモーターの強度を強くしたらどうなりますかというよう

に動きますよということに強きを置いています。
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same result!!

講演２
病原体検体共有と外交紛争

dx
dt
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Dry
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講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

L
LLLL

な形で同じ摂動を与えたときに、数式と生ものが同じよう

1
1

yn

1
1 xn

ศ䠙㛫ኚ䛧䛺䛔ᅉᏊ䛾Ꮡᅾ㔞䛾ゎ䛜」ᩘ䛒䜛
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Sekine,,,, Kiga. PNAS 2011

Epigenetic Landscape:
Ⓨ⏕䞉⏕㐣⛬䛾䝰䝕䝹ᅗ

䠭䠖ᆅᙧ䜢つᐃ䛩䜛ேᕤ㑇ఏᏊᅇ㊰䜢ᵓ⠏䛷䛝䜛䠛?
㑇ఏᏊ䜢ேᕤⓗ䛻⤌䜏ྜ䜟䛫䛯䝅䝇䝔䝮

これが、単純にいうと、ラムダファージが大腸菌に感染

」㞧䛺㐣⛬䛻ᑐ䛩䜛
䝅䞁䝥䝹䛺䝰䝕䝹

したときに溶菌するか、溶原化するかという話があります

Epigenetic landscape

ね。要するに運命決定をラムダファージがしているわけで
す。あれと同じようなことを人工的なネットワークで運命
決定させましたということを生物実験でこの研究者たちは
やっています。

S Yamanaka Nature (2009)

出てきたものが、興味深いことに、片方はラムダの CI



リプレッサー、もう片方は LacI、ラクトース系のリプレッ
実際にこういった生ものとモデルが同じ挙動をしてくれ

んが、これをわざとお互いがお互いを抑制するように組ん

ますというようなサブシステムがたまってきています。で

であげるとどっちかの状態だけがオンになる。ずっと溶原

あるならば、次はこれを組み合わせてより上位階層のもの

のまま、ずっと溶菌のままというようなことと同じような

をつくってみましょうというのが私自身の本筋の研究であ

ことが起きるはずで、実際起きました。ただし、プロモー

ります。

ターの強度を変えてしまうとバランスが崩れて、絶対どっ
ちしか起きないというようなことが起きました。

例えば先ほどのエピジェネティック・ランドスケープの
モデルなんですけれども、これは何だったかというと、１

そうすると、我々は、これはバランスが悪いねというよ

つの細胞種である受精卵というものから、例えば肝臓の細

うなことでおしまいだったところを、何とかして数式上に

胞、それから血液の細胞、それから神経細胞、筋肉の細胞

落としてあげて、すごく単純に話すと、数式の形がちょっ

等々が生まれてくるという分化の系譜というものに対し

と変わると、同じ数式の形なんだけれども、プロモーター

て、こういった地形を当てたのがワディントンさんで、

の最大発現強度が変わると、最終的には連立方程式の解の

１９５７年にモデルを立てています。つまり、ここに卵と

数が１個ですか、３個ですかという話に帰着します。すご

いう安定状態があったところから、さまざまな安定な細胞

く単純に話すと、こういった線を２個書いて、交点が１個

の状態に切りかわっていくと。もしここにたくさん球っこ
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

サーですね。天然ではこれは相互作用する関係にありませ

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

䠍䛴䛾⣽⬊✀
Ļ
」ᩘ䛾⣽⬊✀

講演 3

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

ろがあったら、ちょっとぶつかりながらそれぞれの谷に転
ᩘ⌮䝰䝕䝹䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸ືస䛩䜛ぢ㎸䜏䛾㧗䛔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢స〇

がっていくでしょうというような考え方です。

Ⓨ⏕䜔iPS䛾䝰䝕䝹

これがわかりやすいし、何となくわかった気になってし
まうし、おもしろいというところからでしょうか、例えば

ᩘ⌮䝰䝕䝹

㑇ఏᏊᅇ㊰䜢タィ

dxi
dt

山中先生、転がるのと逆、上向きにｉＰＳ細胞って矢印を
書いちゃったんですね。で、困っちゃいました、私自身

すけれども、文字どおりタイムマシンじゃないけど、もと
に戻っている。これは何で決まっているのかということに

ᅇ㊰䛾㡹ᙉᛶ䛾☜ㄆ
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も。これは時間とともに下に転がるだけと思っていたんで

Sekine,,,, Kiga. PNAS 2011

関して、安定状態が１個ですか、２個ですか、３個ですか
という実はさっきの溶菌、溶原の話と同じなんですね。

H
㻜㻚㻜㻝㻜

㻜㻚㻜㻞㻜

㻜㻚㻜㻟㻜

㻜㻚㻜㻠㻜

㻜㻚㻜㻡㻜

L

㻜㻚㻜㻢㻜

䃚㻌㻔㼙㼕㼚㻙㻝㻕

㒊ศ䝅䝇䝔䝮䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䠖┦ᢚไ+ ⣽⬊㛫㏻ಙ
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ここでみそは、シミュレーションは簡単です。パラメー
タを変えたものでシミュレーションをするのも簡単です。

┦ᢚไ
Gardner, et al., Nature 2000
Sekine,,,, Kiga. PNAS 2011
㒊ศ䝅䝇䝔䝮䜢ຍ䛘䜛

┦ᢚไ+ ⣽⬊㛫㏻ಙ

そうすると、これは細胞間の通信に頼って１個が２個に分
かれてくださいということをやろうとしております。
じゃ、その細胞間の通信の強度を変えたときに、集団が２
個に分かれてくれる範囲はどの細胞間通信強度、もう
ちょっと単純にいうと酵素の速度パラメータの一つ kcat
がどのぐらいの幅があればうまくつくれますかというよう

㏻ಙศᏊ䜢
⏕⏘䛩䜛㓝⣲
LuxI

H

L

なところです。
ここで、必要な kcat の幅が最低値と最大値の間の許容
幅が１．０１倍しかありませんと。じゃ、頑張ってたんぱ

じゃ、どうやってモデル上で操作すればいいだろうかと

く工学をかけてちょうどいい kcat を持った酵素をつくっ

いうことで、私がやった研究は、地形を決めるような人工

てくださいというと、多分無理です。これは、１０倍ぐら

的な遺伝子ネットワークはつくれますかというようなこと

いの許容範囲の間に kcat を入れてくださいと言われた

をやってみました。

ら、しかも落とすほうだったりすると簡単にできますね。

そして、何が出てきたかというと、もともとあった相互

１０倍上げてくださいというようなこと、これも多分でき

抑制、先ほどの２０００年の論文に対して、細胞間の通信

ます。ただし、１０倍上げるんだけど、その先の許容範囲

というものを組み合わせてあげる。実際に数式に対応して

が１．０１倍しかないと言われると困る。実際最初の設計

ＤＮＡは組み合わせられるよということを確認しますし、

ではこの許容範囲が狭かったので、フィードバックを１個

それから数理モデルが出てきますとシミュレーションをか

入れてあげて許容範囲を二、三倍に広げてあげて、次は学

けることができます。１個だった細胞集団が２つに分かれ

生が頑張っていろいろな変異体をつくって、あてはまる

るというようなシミュレーションをかけることができま

kcat のものをつくってねというようなことをやっていっ

す。

たというのがこの研究の本質です。
ということで、ちょっと脱線の中の脱線になっちゃった
んですけれども、数理モデルをつくることで本当につくれ
るものですかということを前もって確認できるということ
があります。２つお話ししました。物を組み合わせるとい
うことが一つ。もう一つは、組み合わせて拡張したモデル
が本当につくれますかということを確認する、確認してか
ら実際のものづくりに入りましょうという考え方です。
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近く集まっています。
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また、別のやり方として、相互抑制のネットワークに遺
伝子を大量発現してもおもしろいことが起きますよという
ことも、モデルと実験が組み合わせる形でできています。
スポンサーにいろんなところのスポンサーが来ていまし

るのかってすごく不思議な気がするんですけれども、実は

て、例えばＮＡＳＡなんかもスポンサーをやっているんで

数式で考えると単純なことで、二成分型だったら大腸菌で

すけれども、ここに、皆さんあれっと思ったかもしれない

そのデモンストレーション実験は簡単にできますよという

ですが、ＦＢＩがスポンサーに入っています。
何が起きているかというと、この３００チーム近い発表

ことをやってみました。
さらに、数式っておもしろくて、二成分型のものを何種

を４日間使ってやると、当然パラレルセッションをやらな

類の成分があってもいいというようなことにすぐ拡張でき

きゃいけませんね。１０室ぐらいのパラレルセッションに

るということもあります。

なっているんですが、ただこの３，０００人が一堂に会す
る会が３回あります。開会式、それから決勝の発表と閉会

づいてネットワークをつくる、それから動作が担保されて

式、途中の日にあるＦＢＩセッションです。これは、つま

いる小さいものを組み合わせてより大きいものをつくって

り主催者が、参加者全員ＦＢＩの発表を聞けということを

いきましょうという考え方です。

非常に強いメッセージで発しているというところです。先
ほど国内の状況として合成生物学者は社会とのかかわりを

iGEM:㑇ఏᏊᅇ㊰ᵓ⠏
ᅜ㝿Ꮫ⏕䝁䞁䝔䝇䝖
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味、理系の中の学際研究というのもあるんですが、実はコ
ンテストの採点項目の中に、あなたたちの研究はいかに社
会とのかかわりを考えていますかと。まずプロジェクトを

Ꮫ⏕䛾⮬⏤䛺Ⓨ
⛉Ꮫ䛾䝇䝍䞁䝎䞊䝗䛻๎䛳䛯䝕䞊䝍ྲྀᚓ
䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁

立てるときに、社会的な問題に基づいていますかと。それ

Ꮫ⏕䜈䛾䝇䝫䞁䝃䞊ເ㞟୰

から、プロジェクトは、もちろんセーフティー側の法律に

–
–
–

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ゼၥ

実際には、この教育効果は、もちろん学際研究という意
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のっとっていますかというようなことは、しっかりと自分
となってくると、これはなかなか研究人口も少ないので

のプレゼンテーションの中や、それからウェブでの公開情

学生をふやさなきゃいけないなということを考えて、我々

報の中に含めなくてはいけないということになっておりま

の分野は学際的な国際ロボコンを開いております。

す。

参加チームがどんどんふえていまして、始まったのは

この社会とのかかわりというのが、最初のころは簡単で

２００５年なんですが、去年の大会では２５０を超えて

よかったんですけれども、つまり子供たちに遺伝子を組み

２８０チームぐらい世界中から参加しています。

合わせたら何ができるというカードゲームをやってもらい
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

れは研究者の国際学会であっても、それから学部生の大会
であっても非常に強いメッセージとして発せられておりま

200

0

非常に重要視しているということをお話ししましたが、こ

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

一番大切なことは何だったかというと、数理モデルに基

講演２
病原体検体共有と外交紛争

よくよく考えると、何で山中４因子を入れて初期化でき

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

㻝㻞㼔

luxR

拶

ᩘ⌮䝰䝕䝹 Dry
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tetR

者 挨

た、写真が。各チーム１０人ぐらいいるので３，０００人

催

Ishimatsu,, Kiga. ACS synth. biol. 2014

主

どのぐらいすごいかというと、こんなになっちゃいまし

䛺䛬㑇ఏᏊ㔞Ⓨ⌧䛷ึᮇ䛷䛝䜛䛾䛛䠛

講演 3

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

ましょうというようなところでよかったんですが、だんだ

トや、もしくは研究者の学会であっても、デュアルユース

んハードルが上がっていくと、私も学生もさらに燃えてし

というものにどんなことがあり得ますかということをいつ

まい、こんなこともできるんじゃないかということを実際

もケアしながら、我々は研究を進めているということをお

やってみました。

伝えして、私の発表とおしまいとさせてください。

サイエンスカフェです。３０人ぐらい参加者が来てくだ
さいましたので、６人編成のチームを５つつくっていたの
かな、たしかこのときは。各チームにやはり遺伝子を組み
合わせて何か変わったプロジェクトを考えてくださいとい
うことをやります。まずここまではよくありますね。
その次に、それで模造紙を使って簡単な発表をしてくだ
さいと。ここもよくあります。それから、ほかのチームの
発表に対しておもしろいと思ったことと危ないと思ったこ
とをそれぞれコメントしてみましょうと。これもよくあり
ます。
ところが、その先をやってもらいました、今回は。これ
は２０１２年の学生チームがやったサイエンスカフェなん
ですけれども、自分たちの考えたプロジェクトに対して来
たコメントに対してどう対応するかを考えてもらうという
ことを社会一般の方にやってもらいました。
こうすると、２ついいことがあって、一つは、我々研究
者がどんなことを考えながらやっているかが伝わる、とい
うことです。もう一つは、社会一般からどういうコメント
が来たときには研究者も対応可能なコメントなのか、もし
くは対応のしようがないコメントなのかというのがいろい
ろ出てくるのかな、ということが見えてきたというのが興
味深い成果でありました。
ということが今回私のお話の一通りになります。
最初にアミノ酸の数を２０から変えるというような理学
のお話もしたんですけれども、実はこのつくる生物学、合
成生物学の本質は遺伝子工学を真の工学にするというとこ
ろになります。なぜならば、遺伝子をたくさん組み合わせ
るときには、遺伝子を集めるだけではなくて、その遺伝子
の相互作用の強弱というものをしっかり数理モデルに基づ
いてプログラム化しないとシステムはつくれません。
そして、その数理モデルというのはどういう意味があっ
たかというと、動作が担保されている。担保というのは、
モデルと生ものの挙動が一致するという小さなシステムを
組み合わせるという形で大きなシステムをつくっていこう
というところになります。そこに関しては、遺伝子１０個
ですとか酵素１０個を組み合わせるというところでしたら
現状でも可能ですし、これがもし技術であるということを
考えるのであれば、１００、数百、数千というところまで
は、１０年、２０年もすれば間違いなく進むわけです。
こういったところに人材供給が必要だと考えておりまし
て、国際学生コンテストが開かれています。学生コンテス
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催

演題 4

者 挨
拶

デュアルユースが懸念される研究と教育
四ノ宮 成祥
防衛医科大学校分子生体制御学講座 教授

が、そのような危険性が考えられるということについてお

る研究とは何か、そしてそれに対してどのような教育を

話したいと思います。それを「デュアルユース性が懸念さ

行っているかということです。どのような内容のスライド

れ る 研 究 」 と 呼 ん で お り ま し て、 英 語 で は Dual Use

を用意しようかと考えていたのですが、実は今日お話しす

Research of Concern、ＤＵＲＣと呼ばれています。

るのは、準備した最初の３０枚ぐらいを全部カットしまし
た。その理由は何かと言うと、ここにいらっしゃるのは興
味を持って聴きに来て下さった方ばかりなので、非常に

講演２
病原体検体共有と外交紛争

ベーシックな部分は大幅に割愛させてもらって、その先の

䛂DURC䛃ၥ㢟䛜ㄽ䛨䜙䜜䛶䛔䜛
䛺⏕⛉Ꮫศ㔝

話から始めようと思ったからです。第１回のバイオセキュ
リティ研究会なので、本来は基本的なところから現在まで
の流れをフォローした方が良いのかもしれませんが、もし
その点について何か質問があれば、話をバックしたいと思
います。

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

私に与えられました演題は、デュアルユースが懸念され

㻝㻚 ྜᡂ⏕≀Ꮫ
㻞㻚 ⬻⛉Ꮫ䠄⚄⤒⛉Ꮫ䠅
㻟㻚 㻳㻻㻲◊✲䠄⏕ᕤᏛ䚸ᚤ⏕≀Ꮫ◊✲䠅

実際に今日お話しするのはどのような研究が懸念されて

があります。先ほど木賀先生のほうから合成生物学のアウ
トラインをお話しいただきましたので、これについては詳
しいことは申し上げません。また、脳科学あるいは神経科
学という領域が急速に進んでおりますけれども、これに関
䝕䝳䜰䝹䝴䞊䝇ᛶ䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛◊✲
Dual Use Research of Concern (DURC)

しても今日のセッション３０分ではちょっとお話しできな
いので割愛させていただきます。今日のお話の中心は、３
番目の生命工学、微生物学研究の中のＧＯＦ研究と呼ばれ

生命科学技術の根本的な考え方は、その技術を平和利用

るものです。
ＧＯＦは Gain of function の略で、機能を獲得する研

となる「デュアルユース性」ですけれども、そのデュアル

究、つまり微生物に今までなかった機能を新たに獲得させ

ユース性がどこにあるかというと、この技術が意図的に悪

ることによって生命科学を進展しようとする研究のことで

用あるいは誤用されて、具体的には生物兵器の開発であっ

す。ただ、その裏に誤った使い方があると非常に問題があ

たりバイオテロであったりあるいは環境破壊につながると

るということになります。

いうわけです。もともと「デュアルユース」という言葉は
民生技術を軍事転用できるというところから発生したもの
ですが、今日の私の話では、あるべき利用法の裏に誤った
利用法があるということを念頭にお伝えしたいと考えてい
ます。誤った利用法が実際にあるかどうかわかりません
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 ４
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や社会福祉利用に生かそうということです。本日のテーマ

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

いるのかということですが、大きく分けてここに示す３つ

講演 4

デュアルユースが懸念される研究と教育

が混じっていても、熱を通せばインフルエンザになること

䛾Ⓨ➃䠄㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝㻝᭶䠅

はありません。
ところが、こういう茶色で描かれた国々は冷蔵輸送がそ
もそも発達していないので、肉を腐らせないようにするた
めには、鳥を生きた状態で売買することになります。マー
ケットで生きた鳥を買って、それを家に持ち帰って捌いて
食べるということをしているために、生きている鳥から偶
発的に感染を受けてしまう可能性があります。
基本的には、濃厚にウイルスに接触しない限りは病気に

䈜◊✲ㄽᩥ䛜㻺㻿㻭㻮㻮䛻䜘䜛䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䞊䞉䝺䝡䝳䞊䛻ᅇ䛥䜜䛯䛸ሗ䛨䜙䜜䛯䚹

はなりませんが、そのような中で既に感染事例が去年の段
階で８４４人出ています。ここに書きましたように、うち

Gain of function research が大きな問題となって議論さ

４４９人が死亡して、致死率が５０％を超える疾患となっ

れてきているのがインフルエンザ研究の領域です。スライ

ています。これらの国にではもともと公衆衛生状態が悪

ドは、２０１１年１１月インフルエンザ研究が「問題があ

く、タミフルのような薬も流通していないのでこのような

る研究」として取り扱われるようになった発端の科学記事

高い致死率になっていますので、日本国内に疾患が入って

です。

きたときに、これをそのまま置き換えて考えることはでき
ません。
問題は何かというと、今は偶発的な感染しか起きていま
せんが、鳥インフルエンザウイルスにある遺伝子変異が起
きると何らかの形で我々人間にかかりやすいようなウイル
スに変化する可能性があります。今日本国内で流行してい
る色々なインフルエンザウイルスも、もともとは鳥のウイ
ルスであったのが、変異して我々にうつりやすい形になっ
ているということです。
⮴Ṛ⋡ = 53.2%

䠤䠑䠪䠍㧗ཎᛶ㫽䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䛾
䝟䞁䝕䝭䝑䜽䛿㉳䛝䜛䛾䛛䠛
問題のインフルエンザ研究がどのような研究なのかとい
うことなのですが、その背景を知るためには今の世界的情

⌧ᅾ䛿䚸ឤᰁ䛧䛯ᐙ⚺䛛䜙䝠䝖䜈䛾അⓎⓗ䛺ឤᰁ䛾䜏䛷
䝠䝖 䊻㻌䝠䝖 ឤᰁ䛿㉳䛝䛶䛔䛺䛔

勢あるいは我が国の置かれている現状を考える必要があり
ます。最初の齋藤先生のお話でもありましたが、インフル
エンザ対策というときにＨ５Ｎ１高病原性鳥インフルエン

㣕ἓఏ䛩䜛䜴䜲䝹䝇䜈ኚ␗䛩䜛䛸
䝠䝖 䊻㻌䝠䝖 ឤᰁ䛜㉳䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜ฟ䛶䛟䜛

ザ対策が１つの重要な要素として挙がってきます。
このＨ５Ｎ１は、基本的には鳥の中でしか感染しない鳥

䝟䞁䝕䝭䝑䜽䜈

の病気です。感染した鳥は非常に重症になって死んでしま
います。このスライドで見ておわかりのように、色がつい

ですから、ある変異が起きるとひょっとしたらヒトから

ているところが鳥インフルエンザの流行しているところで

ヒトにどんどんうつるようなウイルスに変わっていって、

す。もともとは鳥の病気なのですが、偶発的に人に感染し

そうするとパンデミック、つまり世界的な大流行になるの

た事例が出ています。茶色っぽい色で描かれているのがそ

ではないかと考えられます。この高病原性鳥インフルエン

ういうところです。

ザウイルスがいつパンデミックになるのかというのを我々

我々は鶏肉を食べるわけですけれども、日本国内では

は分からないわけです。パンデミック対策をしなければな

コールドチェーンがしっかりしており、スーパーマーケッ

らないということで法整備もしているわけです。そこで、

トでは鶏肉を凍らせるか、あるいは冷蔵して売っていま

どのタイミングでどのようなウイルスが出てきて、そのウ

す。売っている肉から我々がインフルエンザに感染する危

イルスは一体どのような性質を持つのかということを知り

険性はありませんし、万が一肉にインフルエンザウイルス

たいわけです。そのためにはそのウイルスを手にしたいの
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うことになります。

者 挨

うすると、このでき上がったウイルスをどうするのかとい

催

ヒトにうつりやすいウイルスになる可能性があります。そ

主

ですが、一体どうやって作ればいいのでしょうか。

AGE OF TERRORISM（テロ時代のバイオテクノロジー
研究）、別名 Fink Report というという報告書がアメリカ
から出されました。その中で、生物兵器の凶悪化につなが
る可能性のある 7 項目の研究が示されました。問題になっ
ている鳥インフルエンザ研究は、鳥にしかうつらなかった

ᮏ᮶䚸㫽䛛䜙㫽䛻䛧䛛ឤᰁ䛧䛺䛛䛳䛯䜴䜲䝹䝇䜢䚸့ங㢮䛻㣕ἓឤᰁ䛩䜛䜘䛖㑇ఏᏊ᧯స

り、ここでいう５番目の項目「病原体の宿主変更」に関係
する研究ということになります。

これはオランダの Ron Fouchier らが行った研究です。
偶発的に色々起きているインフルエンザウイルスの遺伝子
変異からある特定のパターンを認識して、まずヒトにうつ
りやすいと思われるような変異を意図的にウイルスに入れ

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

ウイルスを哺乳類にもうつるような形に改変したものであ
Gain of function (GOF) research 䠄䜴䜲䝹䝇䛾ཎᶵ⬟䜢ቑᙉ䛩䜛◊✲䠅

ます。次に、フェレットというヒトのモデルにかなり近い

㫽䛷䛧䛛㣕ἓឤᰁ䛧䛺䛔䜴䜲䝹䝇䜢
့ங㢮䠄䝠䝖䠅䛷䜒㣕ἓឤᰁ䛩䜛䜘䛖
䛻ᨵኚ

す。そして、接種した動物の鼻から採った組織をすり潰し
て次の動物の鼻に接種するということを繰り返します。動
物を何回か通すことによって、より動物に感染しやすいウ
イルスへと自然変異を誘発していくわけです。直接的な鼻
への接種を５代繰り返した後に、今度は無理やりくしゃみ
で鼻水を出させて、外に飛び散るような成分だけを取って

論議を呼んだのは、このスライドの中で赤枠で囲った

その感染を繰り返すということをします。最後に採られた

「懸念材料」と青枠で囲った「研究の正当性」とのせめぎ

ウイルスがどうかということを見ると、特定の部分に特定

合いという点です。

こうして、哺乳動物にくしゃみで感染するウイルスを手
に す る こ と が で き ま し た。 こ れ が い わ ゆ る Gain of

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

の遺伝子変異が入っているウイルスにするとうつりやすく
なるということが分かったわけです。

㻴㻡㻺㻝㧗ཎᛶ㫽䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄㻳㻻㻲◊✲ၥ㢟
ᠱᛕᮦᩱ
 ᨾ䠋ேⅭ䝭䝇䛻䜘䜛₃ฟ
 䝔䝻䜈䛾ᝏ⏝ᠱᛕ

function research の一例なのですが、もともと鳥から鳥
にしか伝播しなかったウイルスを哺乳類から哺乳類に飛沫
感染するウイルスに強制的に変えた、そういうウイルスを

◊✲䛾ṇᙜᛶ
 ఏ䝯䜹䝙䝈䝮䛾ゎᯒ
 ὶ⾜ண 䛻ᐤ
 䝽䜽䝏䞁ᰴ㑅ᐃ䛾䛯䜑䛾ሗ

作ったということです。
この実験はフェレットという動物を使っていますので、

講演２
病原体検体共有と外交紛争

動物を使って、最初は強制的に鼻に接種して感染させま

⡿ᅜ䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᅜᐙ⛉Ꮫㅎၥጤဨ
䠄NSABB䠅䛜ㄽᩥෆᐜ䛾୍㒊ኚ᭦䜢ᣦ♧
䠄2011ᖺ䠅

いうことが証明されています。これが果たしてヒトにもう
つるウイルスなのかということは、ヒトに感染させてみな

確かに伝播メカニズムがわかって、そして流行予測がい

いとわかりません。ですから、証明はできていないのです

ち早くできます。ワクチン株の選定にも非常に有用という

が、今までの色々なインフルエンザウイルスの研究からす

ことで、この研究はどんどん進めるべきだという議論があ

ると、ヒトにうつりやすいものとフェレットにうつりやす

ります。一方で、万が一人為的なミスがあって感染者が出

いものにかなり類似性があるので、このウイルスをヒトに

た場合には、大問題となります。２００９年の新型インフ

感染させるとひょっとしたらヒトからヒトにうつるような

ルエンザでは、メキシコで出たたった１例の患者からああ

ウイルスになるかもしれません。あるいはヒトを通すこと

やって瞬く間に全世界に広がる経験をしました。そうする

によってさらにウイルスに変異が起きて、本当にヒトから

と、実験室で感染事故が起きて、もしそれがヒトからヒト
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

でき上がったウイルスがフェレットではどんどんうつると

講演 4

デュアルユースが懸念される研究と教育

にうつるウイルスであれば、あっという間に世界中に広

た。スライド左半は研究者がネイチャー誌に出した広報で

がって、恐らくたくさんの方が亡くなるであろうというこ

すが、６０日間自主的に感染実験を自粛するとの内容で

とが予測されるわけです。

す。実際はこのモラトリアムは６０日ではなくて、その後
丸々１年間ぐらい続くということになります。世間の状況
からしてそのような形になりました。

ᮏ◊✲ᐇ䛾⫼ᬒ
 㧗ཎᛶ㫽䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䛾᪂ᆺ䛻㛵䛩䜛᳨▱ཬ䜃ᑐฎ䛾ᙉ䛿බ⾗⾨⏕
ୖ㔜せ䛺ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹
 H5N1䜴䜲䝹䝇䛾ఏᰁᛶ䛻㛵䛩䜛◊✲䛻ᑐ䛧䚸NIH䛛䜙◊✲㈨㔠䛜ᥦ౪䛥䜜䛶䛔
䜛䚹

一方、モラトリアムを実施する傍ら、スライド右半のよ
うに

Flu transmission work is urgent

という見出しで

研究継続の重要性を訴えかけました。これが研究者側の動

ᮏ◊✲ㄽᩥ䛻㛵䛩䜛NSABB䛛䜙䛾ᥦゝ

きです。

䠄2011ᖺ12᭶20᪥䠅
 ᮏ◊✲䛻䜘䜛᪂䛯䛺Ⓨぢෆᐜ䛾୍⯡ⓗ㡯䛻䛴䛔䛶䛿䚸බ⾲䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
 䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸ᝏ⏝䛻⧅䛜䜛䜘䛖䛺䜴䜲䝹䝇సᡂ䛻㛵䛩䜛᪉ἲㄽཬ䜃䛭䛾ヲ⣽䛻
䛴䛔䛶䛿䚸ㄽᩥ䛻グ㍕䛩䜉䛝䛷䛺䛔䚹
 ㄽᩥ䛻䛿䚸◊✲䛾┠ⓗ䚸බ⾗⾨⏕ⓗ䛺Ⅼ䚸Ᏻཬ䜃䝉䜻䝳䝸䝔䜱ୖ䛾ヲ⣽䠄◊
✲ᐇ⪅୪䜃䛻බ⾗䛻ᑐ䛩䜛䠅➼䛜᫂グ䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹

᭱⤊ⓗ䛻䛿ㄽᩥබ⾲䜈䠄㻞㻜㻝㻞䠅

そこで、２０１１年の末ですけれども、アメリカのバイ
オセキュリティ国家科学諮問委員会、ＮＳＡＢＢの中で本
当にこの論文を公表していいのかということが問題になっ
て、論文の内容を一部変更するなり、遺伝子改変方法を伏
せるなりしたほうが良いのではないかという議論がなされ
たわけです。
その議論の背景にある因子としては、もちろん鳥インフ

そのような中で、ＮＳＡＢＢがどのような裁定をしたか

ルエンザの研究が大事だということ以外に、アメリカのＮ

という結果は、既に皆さん御存じだと思います。東大医科

ＩＨから資金が提供されていたことです。つまり、国ぐる

研とウィスコンシン大で働いている河岡さんの仕事とオラ

みで資金を提供している、そういう研究に対して、やはり

ンダの Ron Fouchier の仕事がこのとき論議になったので

国の政策が関与する必要があるという話になったわけで

すが、河岡さんの研究については、青で示したように「in

す。

full」、委員全員がこの研究は出版して宜しいという裁定を

ＮＳＡＢＢからどのような話が出たかというと、一般的

行ったわけです。一方、Ron Fouchier の仕事は１２対６

には研究内容は公表されるべき、ただし、悪用につながる

のスプリットディシジョンで、公表するのに賛成の委員が

ような情報については慎重に検討して、場合によっては公

１２人、反対の委員が６人ということでした。多数決で最

表しないことも考え方としてはあるということです。それ

終的に公表されるということになり、論文はその年の６月

から、当然のごとくセキュリティ上の問題はクリアされる

に 出 版 さ れ ま し た。 右 下 に そ の 時 の 河 岡 さ ん と Ron

べきであるという意見を出したわけです。

Fouchier の写真が出ています。
なぜ河岡さんの論文は委員全員が OK で Ron Fouchier

 䝰䝷䝖䝸䜰䝮䠄㻴㻡㻺㻝䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄ឤᰁᐇ㦂䛾㻢㻜᪥㛫䛾⮬⢔䠅
 ◊✲⥅⥆ᚲせᛶ䛾ッ䛘䛛䛡䠄බ⾗⾨⏕Ꮫⓗ䛺ᑐᛂ䛾㔜せᛶ䠅

の論文はスプリットディシジョンになったのかというと、
Ron Fouchier がＨ５Ｎ１高病原性鳥インフルエンザウイ
ルス自体を使い直接的に遺伝子改変をしたのに対し、河岡
さんのほうは、感染のメカニズムを詳しく知るために、既
にヒトに感染を起こすことが分かっているＨ１Ｎ１ウイル
スのＨ１の部分をＨ５に置き換える実験を行ったからで
す。

河岡さんの研究は、ヘムアグルチニン遺伝子部分を

改変したらどうなるかということをモデル的に見たもの
で、実験の内容としてより安全性が高いのではないかと考
えられます。一方、Ron Fouchier の実験はＨ５Ｎ１ウイ
それに対して研究者側はどのような動きをしたかという

ルスを直接的に改変しているので、出来上がるウイルスの

と、１つはモラトリアムで、実験を自主的に中止しまし

性質としてより危険性が高いのではないかと思われます。
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ឤᰁศ㔝䠖ᶵ⬟⋓ᚓᆺ◊✲䠄GOF䠅ㄽᩥᩘ

ᅜูㄽᩥᩘ 䠄GOF䠇䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䠅
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⏝䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠖Elsevier♫ Scopus ᳨⣴ᮇ㛫䠖2005ᖺ䡚2014ᖺ ᳨⣴ᘧ䠖ྛ䜻䞊䝽䞊䝗㛫䛾䛂/䛃䛿᳨⣴ᘧ䛻䛚䛡䜛䇾and䇿䠄䠖 “gain of funcƟŽŶ, “and” , ͞ŝŶŇƵĞŶǌĂ͟䠅
᳨⣴᪥䠖2015ᖺ2᭶26᪥

䠄JST-CRDS ᓟ⏿ᫀ㐨Ặ䛛䜙䛾౪䝇䝷䜲䝗䜢ᨵኚ䠅

これは JST-CRDS の峯畑さんからいただいたスライド
ただ、先ほども申し上げましたように、ＮＩＨが資金提
供しているということで、今後類似の研究を行うに当たっ

です。近年急速に GOF 研究が進展している、論文の数が
増えているという状況です。

ては、アメリカは国家としてどのような研究なら資金提供
に値するのかということを明確にする必要がありました。

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

㻝㻚㻌సฟணᐃ䛾䜴䜲䝹䝇䛜䚸⮬↛⏺䛻䛚䛔䛶䜒ᑗ᮶ⓗ
䛻ฟ⌧䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
㻞㻚㻌⛉Ꮫⓗ䛺ၥ䛔䛻⟅䛘䚸䛛䛴බ⾗⾨⏕ୖ䛾ព⩏䜢
᭷䛧䛶䛔䜛䚹
㻟㻚㻌ྠ䛨⛉Ꮫⓗၥ䛻ᑐ䛧䛶䚸ᥦ♧䛩䜛ᡭẁ䜘䜚䜒䝸䝇
䜽䛾ప䛔᪉ἲ䛷䛿⟅䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
㻠㻚㻌◊✲ᚑ⪅䛸⾗䛻ᑐ䛧䝞䜲䜸䝉䞊䝣䝔䜱ୖ䛾䝸
䝇䜽䛜༑ศ䛻㍍ῶ䛥䜜䜛⟶⌮యไୗ䛻䛒䜛䚹
㻡㻚㻌䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱ୖ䛾䝸䝇䜽䛜༑ศ䛻㍍ῶ䛥䜜䜛
⟶⌮యไୗ䛻䛒䜛䚹
㻢㻚㻌◊✲ᡂᯝ䛿ே㢮䛾ᗣ䛻ᑐ䛩䜛₯ᅾⓗ┈䜢䜒
䛯䜙䛩䜒䛾䛸䛧䛶ᗈ䛟ඹ᭷䛥䜜䜛䛣䛸䛜ぢ㎸䜑䜛䚹
㻣㻚㻌◊✲ㄢ㢟䛾ᐇ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾䜢㏻
䛨䛯ṇ䛾┘ど䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⟶⌮䛜䛷䛝
䜛యไ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹

者 挨

ᛴ㏿䛻ໃ䛔䜢ቑ䛩GOF◊✲

GOF◊✲䛻ᑐ䛩䜛ᅜᐙ㈨㔠ᣐฟ䛾ᯟ⤌䜏
⡿ᅜಖ⚟♴┬䛜ᥦ䛧䛶䛔䜛㻴㻡㻺㻝◊✲ㄢ㢟䛻
ᑐ䛩䜛䝕䝳䜰䝹䝴䞊䝇䝸䝇䜽ᑂᰝᇶ‽

催

いずれにしても、両者の内容は公表されました。

２０１２年暮れにＮＩＨで論議がなされ、翌２０１３年３
講演２
病原体検体共有と外交紛争

月に答申としてこの POLICY が発表されました。これは
Science 誌の POLICY FORUM に掲載されています。
GOF 研究に対する資金拠出条件として７項目が挙げら
れています。それは何かというと、１項目目が、自然界に
おいて起こる可能性の高い変異を入れる研究なら許しま
しょうということです。何でもかんでも作るような、自分
の興味本位で遺伝子を組み換えるような研究はダメですよ
と、まず釘を刺したわけです。そして、第２に勿論、公衆
衛生上の意義がある研究に絞られます。

このような状況の中で、少し足踏みをせざるを得ない事
象が出ました。それは何かというと、２０１４年６月に感

すが、他のやり方を色々検討した上でも、やはりこのやり

染症研究の総本山ともいうべきＣＤＣで事故が起きたので

方でしか証明は難しい、また他にリスクの低い方法は考え

す。感染者が出て実質的な被害が及ぶような状況には至ら

られないというような場合にのみ、GOF 研究を行ってく

なかったのですが、炭疽菌の不活化の不備で、研究者が炭

ださいということです。

疽菌に感染する可能性が十分にあったというような事例が

そして、４番目、５番目は、バイオセーフティ、バイオ

出ました。

セキュリティの確保です。６番目としては、研究情報は基

さらにその年の７月には、今度はＮＩＨのＦＤＡで、

本的には秘匿することなく広く共有されるべきだというこ

引っ越しの際に冷蔵庫の中のものを整頓していたら、保有

とです。

しているはずのない天然痘ウイルスが出てきたということ
です。天然痘ウイルスは、米国ＣＤＣとロシアのＶＥＣＴ

ンの管理もするということを条件に研究を許可したわけで

ＯＲの２カ所でしか保有してはいけないことになっている

す。

のです。
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

そして最後に、しっかりと監視をしてコミュニケーショ

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

３番目の条件としては、研究には色々なやり方がありま

講演 4

デュアルユースが懸念される研究と教育

て結論はとりあえず出さない」という附帯事項が付いてい
ました。

⡿ᅜᨻᗓ䛜
GOF◊✲䛻ᑐ
䛩䜛㈨㔠ᣐฟ
䜢ᕪ䛧Ṇ䜑

z Risk-Benefit ゎᯒ
z ௦᭰◊✲ᡭẁ
z ᅜ㝿ⓗ䛺ၥ㢟

15

あるはずがないものが出てきたということで、病原体の

1. GOF◊✲䛻䛿ከ䛟䛾ᙧែ䛜䛒䜚䚸䛭䛾䛖䛱┘╩䛜ᚲせ
䛺◊✲䛿䛤䛟୍㒊䛷䛒䜛䚹
2. ⡿ᅜᨻᗓ䛾ᨻ⟇䛾ᯟ⤌䜏䛿䚸⏕⛉Ꮫ◊✲䛻క䛖䝸䝇
䜽䛾⟶⌮䜢᭷ຠ䛻⾜䛘䜛యไ䛻䛒䜛䚹
3. どᗙ䜔ຠຊ䛿┘╩᪉㔪䛻䜘䜚␗䛺䜚䚸⌧ᅾ䛾┘╩యไ
䛿䛶䛾GOF◊✲䛾៧៖䛻⟅䛘䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹
4. GOF◊✲䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸⌮䞉බ⾗⾨⏕㠃䛻䛚
䛔䛶Ⅼ䛜䝸䝇䜽䜢ୖᅇ䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛸䛥䜜䜛䚹䛭䛾㝿䚸
⛉ᏛⓗどⅬ䛛䜙䛾᭷┈ᛶ䛜ホ౯䛾୰ᚰ䛸䛺䜛䛜䚸䛭䜜
௨እ䛾Ⅼ䛾⪃៖䚸౯್ุ᩿䜒㔜せ䛷䛒䜛䚹
5. ୍㒊䛾GOF◊✲䛻䛚䛡䜛䝞䜲䜸䝉䞊䝣䝔䜱䛸䝞䜲䜸䝉
䜻䝳䝸䝔䜱䛾ၥ㢟䛿䚸㧗ᗘᑒ䛨㎸䜑タ䛾┘╩䛸㐃㛵䛧
䛶䛚䜚䚸ᨻᗓ䝺䝧䝹䛷䛾┘╩䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅜ
㝿ⓗ䛺༠ຊ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹

管理は一体どうなっているのだということになりました。
ホワイトハウスは、インフルエンザ、ＭＥＲＳ、ＳＡＲＳ
の３つのウイルスについて、問題となっているこのＧＯＦ

今どうなっているかというと、このような議論をもとに
ＮＳＡＢＢは幾つか案を出してきています。

研究、つまり Gain of function research に対する資金拠出

１つは、ＧＯＦ研究には色々な形態があるけれども、監

を一旦凍結すると発表しました。そして、リスク・ベネ

督しなければいけない研究はそのうちのごく一部であると

フィット解析をしっかり行い、他にもっと安全な研究方法

いうことです。ですから、政府がどういう研究をしっかり

はないのか、検討するように指示を出しました。感染症は

チェックしなければならないのか、まずこれを論議しま

一国の問題ではなく、国際的に広がる可能性のある問題な

しょうということです。

ので、そのような点も十分論議する必要があるということ
で、ここに示すようなタイムラインが提示されました。
そして、ホワイトハウスは、２０１５年の終わりまでに
議論を終えて、米国として明確な「Policy」を出すように

そして、今のアメリカ政府の政策でリスク管理ができる
体制にあるということです。ただ、研究のやり方や研究プ
ロジェクトには色々のものがあるので、現在の体制が必ず
しも万全と言えません。

と 指 示 し た わ け で す。 実 は も う ２０１５ 年 を 過 ぎ て

さらに大事なのは、リスク・ベネフィット解析で必ずベ

２０１６年になっていますが、論議が終わらなかったので

ネフィットが上回るということを証明する必要があるとい

結論は持ち越しになっています。

うことです。しかし、これはなかなか難しい問題です。

先ほどお話したＮＳＡＢＢが Gryphon Scientiﬁc に Risk

さらに、このような研究は微生物の封じ込めと関係してい

and Beneﬁt Analysis を依頼し、今やっているＧＯＦ研究

るので、そういう点がしっかり確保できているのか、また

の良い点とリスクを全部洗い出して報告書がつくられまし

国際的にも色々なことを考慮する必要があるということで

た。私も読もうと思いましたが、１，０００ページ以上も

す。例えば、アメリカ国内では良くても、他の国で同じよ

あって大変量の多いものです。そのレポートをもとに今年

うな研究をして、そこでバイオセーフティ、セキュリティ

の１月７日、８日の２日間で議論が行われました。

の管理が杜撰であれば矢張り同じような問題が出てきま
す。一国の問題が、ひいては全世界の問題になるというこ
とを言っているわけですね。

9 NSABB䛜Gryphon Scientific䛻䛂Risk and
Benefit Analysis䛃䜢౫㢗
9 ᮏゎᯒ⤖ᯝ䜢䜒䛸䛻NSABB䛜㆟䜢ᣍ㞟
䠄2016ᖺ1᭶7᪥䡚8᪥䠅
9 ⤖ㄽ䛾᪉ྥᛶ䛿㝈ᐃ䛫䛪䛻䚸GOF䛻㛵䛩䜛ၥ㢟
䜢ከゅⓗ䛻ウ㆟
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ただ、このときの議論においても、「多角的に討議をし
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1. GOF◊✲䛿ከ䛺䝸䝇䜽䜢ໟྵ䛧䛶䛚䜚䚸◊✲㈨㔠ᥦ౪䛾ཷㅙ
䜢䛩䜛๓䛻䚸₯ᅾⓗ┈䛾䚸䝞䜲䜸䝉䞊䝣䝔䜱䜔䝞䜲䜸䝉䜻䝳
䝸䝔䜱䛸䛾㛵㐃䜢Ⰻ䛟ᑂᰝ䛩䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹䜒䛧㈨㔠ᣐฟ䜢䛩䜛
ሙྜ䛻䛿䚸ᅜཬ䜃◊✲タ䛾䝺䝧䝹䛷┘╩䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
2. GOF◊✲䛾┘╩䛿䚸⌧ᅾ䛾⟇䛾ᯟ⤌䜏䛻ྲྀ䜚㎸䜐䜉䛝䛷䛒
䜛䚹┘╩䛾䝺䝧䝹䛿ཎయ䛻䜘䛳䛶␗䛺䜛䛾䛷䚸⌧≧䛷༑ศ
䛺ሙྜ䛻䛿⿵㊊䜢ᚲせ䛸䛩䜛䚹㛵㐃䛩䜛⟇䛜㐺ษ䛻ᐇ䛥
䜜䚸ຠᯝⓗ䛺䝸䝇䜽⟶⌮䛜ᡂ䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
3. GOF◊✲䛻䛴䛔䛶䛾䛂risk-benefit䛃䛾ᵝ┦䛿䚻้䚻ኚ䛩
䜛䛾䛷䚸ᐃᮇⓗ䛻ホ౯䜢⾜䛔䚸䝸䝇䜽⟶⌮䛜㐺ษ䛻䛺䛥䜜䛶
┈䛜䜒䛯䜙䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
4. ⡿ᅜᨻᗓ䛿䝞䜲䜸䝉䞊䝣䝔䜱䜔䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜢ᙉ䛧䚸
GOF◊✲䛾䜏䛺䜙䛪䛶䛾ཎయ◊✲䛜Ᏻ䛻ᐇ䛷䛝䜛䜘
䛖ຓ䛧䚸㈐௵䛒䜛ᩥ䜢⫱ᡂ䛩䜛䚹
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そして、ワーキンググループが今後ホワイトハウスに対

これは、バイオセキュリティの中でデュアルユース性が

して提言をするための案というのを出しました。スライド

問題となる研究のごく一部のストーリーです。まだまだ

は、それを日本語的に要約したものです。

いっぱいお伝えしたいことはあるのですが、今日は一つに

一つは、矢張り審査をきちんとやって、監督もしっかりや

フォーカスを絞ってお話しをしました。このようなことが

りましょうということを入れています。

一つの例として問題になっているのだということを、皆さ

それから枠組みについては、現在の政策の枠組みの中に

んに知っていただきたいと思います。
講演２
病原体検体共有と外交紛争

かなりしっかりしたものがあるから、それに必要なものを
付加的に取り込んでいけば良いのではないかということを
言っています。

7 November, 2005

そしてもう一つは、研究はどんどん進むから、今の時点
では良くても将来にそれをそのまま適用することはできな
いので、定期的に再評価を行って、問題ないかどうかを逐

1. Awareness
2. Safety and Security
3. Education and Information
4. Accountability
5. Oversight

次見ていきましょうということです。
最後に、研究者側も責任ある文化を育成しましょう、き
ちんと管理された下でき正しい方向に研究しましょう、と

Scientists have an obligation to do no harm.
Scientists should always bear in mind the potential consequences of their research.
Scientists should refuse to undertake research that has only harmful consequences.

実は、この３月１０日、１１日にアメリカの National
Academies of Sciences 主催で一般の公聴会があって、２
日にわたって論議されました。

残りの少しの時間を使って、どういう教育体制にあるの
かということをお話したいと思います。
２００５年にＩＡＰ、InterAcademy Panel という世界の

係で夜昼全く逆転していたので全部聴けませんでした。

学術団体の集まりが、バイオセキュリティに関するステー

近々この議論をもとにレポートが出るはずです。そのレ

トメントを出しました。このバイオセキュリティ問題に関

ポートをもとに、このＧＯＦ研究について米国政府は今後

しては、まずアウェアネスが重要です。そういう問題があ

どのように対処していくのかという概略の方針が、多分４

るということを科学者の中で認識する必要があります。そ

月ぐらいには示されるものと考えています。

して、セーフティとセキュリティの問題をはっきりさせ、
それにエディケーションとかインフォメーションを絡めて
いき、そして研究には必ず説明責任というものが伴います
よということです。そして、最後にはオーバーサイト、つ
まり監督、監視をしっかりやっていきましょうという大筋
を出したわけです。

第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

私も online で全部聴こうと思ったのですが、時差の関

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

いう話になったわけです。

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

18

講演 4

デュアルユースが懸念される研究と教育

᪥ᮏᅜෆ䛾⏕⛉Ꮫ⣔ᩍ⫱ᶵ㛵䛾⌧≧
䠄ㄪᰝ䠖㜵⾨་⛉Ꮫᰯ䛸㻮㼞㼍㼐㼒㼛㼞㼐Ꮫ䛾ඹྠ䚸㻞㻜㻜㻥ᖺ䠅

ᩍ⫱ෆᐜ䛸䛧䛶
NDMC (rear):
Professor Yasushi Kobayashi
Professor Norihiko Yamada
Professor Nariyoshi Shinomiya
Professor Yasushi Miyahira
Bradford (front):
Professor Malcolm R. Dando
Dr. Simon M. Whitby
Dr. Masamichi Minehata

ᩍဨഃ䛾ព㆑䛸䛧䛶

我々は、ブラッドフォード大学と共同でどのような生命

そのようなことから、防衛医大のメンバーとブラッド

科学倫理教育がなされているのかをサーチしてきていま

フォード大のメンバーがプロジェクトを組んで、デュアル

す。これは２００９年当時の調査なので少し前のデータに

ユース教育のためのモジュールを作りました。今日お越し

なるのですが、教育内容としては、生命倫理であるとか倫

いただいている峯畑さんは、今はＪＳＴにいらっしゃいま

理指針は割にきちんと教育されていることが分かります。

すが、当時はブラッドフォード大学のメンバーでした。

しかし、そのほかのバイオセーフティとバイオセキュリ

Online modules for biosecurity education

ティあるいはデュアルユースということに関しては、必ず

Educational modules
1

しも大学教育ではフォローされていません。勿論、バイオ
セーフティに関しては、研究者は必ず行っているはずなの
ですが、それは多分研究をしている個人だけに限定されて
いて、大学としてシステマティックには行われてないとい
うことになります。

Case Studies in Dual-use Biological
Research
Dual-Use Education Module
Resource

2

Japan

138

Europe
94

3

18

3

Biosecurity

Biosafety

11
Dual-use

Lecture about the history of bioweapons and prevention of its malign
use, 5 units + 1 appendix
20-min online presentation about dualuse dilemma

Biosecurity: Risks, Responses, and
Responsibilities

Center for Arms Control and NonProliferation

The Dual-Use Dilemma in Biological
Research

The University of North Carolina

5

NSABB Dual Use Research Program

NIH Office of Biotechnology Activities

6

NOVA Online: Bioterror

NOVA, Public Broadcasting Service (PBS)

7

Biological WarfareTerrorism Tutorial

Nuclear Threat Initiative

8

Multiple Uses of Chemicals
"Should've" - A play by Roald
Hoffmann
The Life Sciences, Biosecurity, and
Dual Use Research

The King's University College, The King's
Centre for Visualization in Science

Atlantic Storm Interactive

the Center for Biosecurity of the
University of Pittsburgh Medical Center,
the Center for Transatlantic Relations of
the Johns Hopkins University, the
Transatlantic Biosecurity Network

University of Exeter

Video programme about dual-use
research, record of video conference
about dual use
Modules consisting of 6 chapters

English
English
English

Modules about bio-weapons, bio-threat
and countermeasures that consist of 6
chapters
Educational modules of dual use issues
in chemistry, drama-type,
downloadable scenario
E-briefing videos, texts for roll-playing
and slides about life science,
biosecurity and dual use issues

English

Modules for table top exercise,
scenario-based

English

English, Italian
English

作っている教育モジュールを一覧にしたものです。その中

34 29

Bioethics

Modules dealing with dual-use issues
of life science technology that consist
of 21 chapters

Languages
English. French,
Chinese
English, French,
Japanese, Urdu,
Russian, Polish,
Moldovan
English

個々には説明いたしませんが、スライドは色々な国が

68
27

Bradford Disarmament Research Centre,
National Defense Medical College, the
Landau Network Centro Volta in Italy

3

10

Outline of contents
Case studies that consist of 9 chapters

4

9

⫼ᬒ䛻䛒䜛䛾䛿◊✲⪅ᩍ⫱䛾Ḟዴ

Facilities
Federation of American Scientists

22

31

Arms Control Ethical Guide

Number of specific modules out of 197 life science degree
courses in Japan and 146 courses in Europe
(Revill and Mancini, 2008; Minehata and Shinomiya, 2009)

で、２番目が我々の作成したデュアルユース・エデュケー
ション・モジュールです。
そういうものを使って、うちの大学の学部学生あるいは
研究科の学生に対して講義をしています。また、齋藤先生
のほうからお誘いがあって、当時は慶應義塾大学の竹内勤

それから、教える側の意識としても、バイオセキュリ

先生が主催をされておりましたが、学生に色々なデュアル

ティ、バイオセーフティの意識はそこそこあるのですが、

ユース問題に対してディベートをさせました。こういうタ

デュアルユース問題に対する意識はそれほど高くないとい

イプの大学教育を進めてきています。

うことが浮き彫りになりました。
ＥＵ諸国の中でも同じようなサーベイがなされています
が、ＥＵ諸国の中も日本とほぼ同じような状況でした。
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問われています。

主

全国的あるいは全世界的にどう強化するのかということが

㜵⾨་⛉Ꮫᰯ䛷䛾༞๓䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᩍ⫱

拶

その中で、日本学術会議は科学・技術のデュアルユース
に関するアドホックミーティングをつくりまして、その中
で論議がなされ、デュアルユース問題に関する検討報告が

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ

᠕⩏ሿᏛ䛷䛾䝞䜲䜸䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᩍ⫱䠄䝕䜱䝧䞊䝖䠅

出されました。これはウェブ上からダウンロードできます

では、どのような点が問題になっていて、科学者はどうし
なければならないのかということを総合的に議論して、そ
の答申を出しています。
それを受けて、２０１３年に「科学者の行動規範」が改
ただ、こういう教育が必ずしも日本全国にまだ浸透して
いないというのが現状だと思います。

訂されました。実は、研究不正の問題あるいはＣＯＩの問

講演２
病原体検体共有と外交紛争

ので、皆さんに読んでいただければ良いと思います。ここ

題が背景にあって、改訂のメジャーな部分はそこなのです
が、それにデュアルユース問題が加わり、この改訂に至り

㈐௵䛒䜛⛉Ꮫ䠄ⱝᡭ⛉Ꮫ⪅䜶䝑䝉䜲䞉䝁䞁䝔䝇䝖䠅

ました。

て「科学研究の利用の両義性」があります。日本語で
デュアルユース

のことを

利用の両義性

と言います

が、研究をするときには十分この可能性を考えて社会に許
容される適切な手段と方法を選びなさいということを、こ
の規範は書いているわけです。

䝕䝳䜰䝹䝴䞊䝇ၥ㢟䛻㛵䛩䜛ᥦゝ

演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

これは少し宣伝的になりますけれども、ＢＷＣ、国連の

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

この「科学者の行動規範」を読むと、６番目の項目とし

生物兵器禁止条約が、責任ある科学者とはどのような人物
か、責任ある科学の在り方はどうなのかについて、エッセ
イコンテストを数年前に行いました。本校のデュアルユー
スに関する教育を受けた学生が頑張ってエッセイを書いて
くれまして、入賞しました。当時、ＢＷＣの議長国であっ
たオランダ大使から、良く書いてくれましたということで
直々の手紙までもらいました。
このように、我々のやっている教育が部分的には実を結

さらにこういう動きを受けて、スライド左側のように、

んでいるのですが、これは部分的にやってもだめで、日本

デュアルユース対策とガバナンス体制整備に関する戦略プ
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講演 4

デュアルユースが懸念される研究と教育

ロポーザルが出されました。当時ＪＳＴに福士さんという

䛂⣽⬊䜢䜛䛃◊✲䛾⌮ᛕ

方がいらして、この戦略プロポーザルはその方が中心に
なってまとめられたのですが、これはボトムアップ型と

᪉ྥ⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁

トップダウン型を併せて進めていくのが良いのではないか

䛂⣽⬊䜢䜛䛃◊✲䛜㇏䛛䛷䛺Ⓨᒎ䜢㐙䛢䜛䛯䜑䛻䛿䚸⏕
ほ䜔⌮䞉Ᏻ㠃䛻㛵䜟䜛◊✲⪅䞉ᑓ㛛ᐙ䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䚸
◊✲⪅䛸䛧䛶䛾㐨䜢Ṍ䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛Ꮫ㒊⏕䞉Ꮫ㝔⏕䜈䛾ᩍ⫱
䛜ᚲせྍḞ䛷䛩䚹䛂⣽⬊䜢䜛䛃◊✲䛷䛿䚸䛂ᩥ䞉♫䝴
䝙䝑䝖䛃䜢タ⨨䛧䚸♫䛸⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡䛾᪉ྥ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢
᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛾ヨ䜏䛸䛧䛶䚸⏕ほ䜔⌮䞉Ᏻ㠃䛻㛵䜟䜛◊
✲⪅䞉ᑓ㛛ᐙ䜔ᕷẸ䠄㠀ᑓ㛛ᐙ䠅䛻ྥ䛡䛯䜸䞊䝥䞁䝣䜷䞊䝷䝮䠄䝃
䜲䜶䞁䝇䜰䝂䝷䚸䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䠅䜔䚸Ꮫ㝔⏕ྥ䛡䛻䛂⣽⬊䜢
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という提言となっています。
さらに右半分に描いてありますのは、２０１４年に出さ
れた提言「病原体研究に関するデュアルユース問題」で
す。これは名古屋市立大学の岡本先生が中心になってまと
められたものですが、このような提言が出て、デュアル
ユース問題に対して学術的にも取り組んでいく必要がある
ということが示されたわけです。しかし、現在の日本国内
の体制を見ると、それが必ずしも１００％うまく反映され

先ほども木賀先生からご紹介がありましたが、このよう

ているかどうかは保証の限りではないと私は思っていま

な重要な試みをされている合成生物学、「細胞を創る」研

す。

究会という学術分野の研究活動をほかの学術組織も少し学

今年の話ですが、折角この文科省基盤Ｂの齋藤先生の研究

んで、その重要性を認識する必要があるのではないかと思

グループに入れていただいたので、追跡調査として大学で

います。科学技術が悪用に直結するものと余り関係ないも

どのようなバイオセキュリティ教育がなされているのか

のとでは温度差があると思いますが、このような試みは非

我々のリサーチの一環として今調べる準備をしているとこ

常に重要なものであると我々は考えています。

ろです。それに対して結果が出れば、次の会で報告したい
と思っています。そのような教育についての努力をしてい
るというのが現状です。

最後の話題に移りますが、近年の生命科学技術がどのよ
うに発展しているのかという点についてです。
これも峯畑さんからいただいたスライドですが、どうい

これは木賀先生が主催されたときの「細胞を創る」研究

うことかと言いますと、これはどのような研究分野がどう

会のスライドです。東京工業大学のすずかけ台キャンパス

いうタイムラインで発展しているかというのを主に論文

で行われました。「細胞を創る」研究会では、テクノロ

ベ ー ス で 見 て い ま す。 例 え ば こ の high-throughput

ジーは勿論重要な部分ですが、必ずバイオセキュリティの

sequencing、こういう分野の研究が急速に伸びていると

セッションがあって、科学技術の議論だけではなく、社会

いうことがよくわかるわけです。そういう背景のもとで、

との接点を非常に重視しています。これは会の創設当時か

病原体を新しく創る研究もどんどん伸びているということ

ら重視されており、合成生物学分野は他の研究分野に比べ

がわかります。

て、こういう部分が当初から非常に特出していると思いま

㏆ᖺ䛾⏕⛉Ꮫᢏ⾡ືྥ

す。
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ですから、どんどん伸びている研究分野というのは多分
産業利用も非常に発展的にできると思います。片やその裏
この理念の中でも双方向科学コミュニケーションという

に潜んでいる危険性も比例して増えると考えられます。

のがありまして、必ず社会との接点を求めていくというの

それから、最後に特筆したいのはこの青矢印の部分で

がこの会の理念です。このような活動はほかの学術会議に

す。Genome editing、ゲノム編集です。ほんの少しヒゲ

は余りないですね。非常に重要な試みだと思います。

状に上がっているだけなのですが、このグラフではトータ
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本技術を導入することにより、非常に短期間で、例えば半

索したところ次のスライドのような状況になっています。

年以内で簡単にできるようになりました。

䝀䝜䝮⦅㞟䠖ᛴ㏿䛻ᡂ㛗䛩䜛◊✲ศ㔝

拶

そういうものに加えて、Gene drive といって、例えば

者 挨

でわかりにくいと思いますが、私のほうで PubMed を検

催

トマウスであるとかトランスジェニックマウスの作製も、

主

ルの論文数が１万 2,000 というスケールになっていますの

蚊の遺伝子をゲノム編集で操作してマラリアにかからない
ような蚊にして、それを環境中に放せば、マラリアという

PubMed --- Keyword: Genome editing
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疾患を根絶できるかもしれない。実際の効果の程はわかり
ませんが、そういう理論的な研究も出ていますし、農作物
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とか家畜の遺伝子改変で収量を多くしたり病気に抵抗性を
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持たせたりというような研究も出ています。
このように、どんどん進歩している技術を我々はウオッ
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チしなければならないし、その裏にあるデュアルユース性
が何なのかということを見極めなければならない。
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ゲノム編集分野は、２０１０年以降急速に伸びています。
２０１６年はまだ１月から３月までのデータなのですが、
それでもこれだけありますから、恐らく２０１６年はさら
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えたいシークエンスがあったら、それを簡単に非常に確率
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講演２
病原体検体共有と外交紛争

エンスをはめ込めるようになったからです。どこか入れ替

᪂つཎయ䛾సᡂ

䝅䝇䝔䝮⏕≀Ꮫ
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に伸びた理由としては、技術的に CRISPR/Cas９が導入さ
れたことにより、自由自在にＤＮＡの中に入れたいシーク

䝸䝇䜽

䝀䝜䝮⦅㞟
ྜᡂ⏕≀Ꮫ

に前年を上回るであろうというのは容易に予測できます。
前から研究は行われていましたが、このゲノム編集が急速

⛉Ꮫᢏ⾡

講演１
バイオセキュリティのランドスケープ
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13-15th September 2015 The Polish Academy of Sciences @ Warsaw, by Rod Flower 䛛䜙ᘬ⏝ᨵኚ

高くできるようになりました。

これは最後のスライドです。技術はずっと色んな形で進

䝀䝜䝮⦅㞟ᢏ⾡

んできています。そして、比較的最近まではシステム生物

て論議されてきましたが、さらに近年はこのゲノム編集も
加わっています。そういう中で、新しい病原体は幾らでも
つくることができるので、そういうものをどんどんつくっ
て研究に使うのは良いのですが、そこにどのようなリスク
https://www.neb.com/applications/cloning-and-synthetic-biology/genome-editing
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検討して、そしてさらに検討の輪を社会との接点で広げな
ければならないと考えています。
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演題 ４
デュアルユースが懸念される研究と教育

これは今、色々なところに応用が期待されていて、例え

が潜んでいるのかということをやはり研究者側でしっかり

ば遺伝子治療であれば、今まで治らなかった重症の先天性
免疫不全症が恐らく簡単に治療できる疾患に変わるだろう
と言われています。
それから、ｉＰＳ細胞と組み合わせて治療ができます。
例えば患者さんの細胞からｉＰＳ細胞をつくって、疾患部
分の遺伝子を正常に変えれば、それを色々な治療に使えま
す。恐らくこのような治療が、これから急速に進むと思い
ます。
今まで、つくるのに２年、３年かかっていたノックアウ
第 1 回バイオセキュリティ研究会会議録

講演 ３
合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

学や合成生物学がデュアルユース性のある技術の中心とし
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講演 4

デュアルユースが懸念される研究と教育

今日お話ししたことと、それからお話しできなかったこ
と、この２冊の本の中に書いてありますので、また興味の
ある方は読んでいただければと思います。
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