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主宰者挨拶

演題
主宰者挨拶

13:35

演題 1「生物兵器禁止条約の議論の進展」

～

13:30

14:15

演者

礒崎恒明

外務省軍縮不拡散・科学部

生物・化学兵器禁止条約室長

略歴：慶應義塾大学法学部卒業後、防衛庁（現防衛省）に入庁。防衛局調査第二課、内閣府国際平和協力本部、内閣官房副長官
補付、白書作成準備室、陸自北部方面総監部、米国戦略国際問題研究所（CSIS）、防衛政策局防衛政策課等を経て、2016 年
3 月から現職。
概要：生物兵器の開発・生産・貯蔵及びすでに保有する生物兵器の廃棄を目的とする生物兵器禁止条約に関し、昨今の活動状況
と、2018 年専門家会合で協議される５つの議題に関する最近の議論及び我が国の立場を説明する。

～

14:15
15:00

演題 2「国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ組織による生物兵器計画」
演者

古川勝久

国連安全保障理事会・北朝鮮制裁委員会（1718 委員会）専門家パネル元委員

略歴：1990 年慶應義塾大学経済学部卒業。日本鋼管株式会社勤務後、1993 年より平成維新の会事務局スタッフとして勤務。1998
年米国ハーバード大学ケネデイ政治行政大学院（国際関係論・安全保障政策）にて修士号取得。米国アメリカンエンター
プライズ研究所アジア研究部勤務、米国外交問題評議会アジア安全保障部研究員、モントレー国際問題研究所研究員、科
学技術振興機構社会技術研究開発センター主任研究員を経て、国連安全保障理事会・北朝鮮制裁委員会（1718 委員会）専
門家パネル元委員（2011.10-2016.4）を務めた。

～

15:00
15:20

演題 3「公衆衛生とセキュリティの連携強化に向けて」
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

略歴：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。
概要：生物テロのような意図的な要素を含むアウトブレイクへの事前準備（preparedness）や対処には、感染症に対する公衆衛
生対応能力のみならず、セキュリティ部局との連携が重要になる。現在のグローバルな問題認識について概説する。

休
～

15:35
16:15

憩

演題 4「生命科学のデュアルユース性ーゲノム合成など新たな技術の評価」
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

略歴：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。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。
概要：
「ゲノムを人工合成することにより微生物を作成する」という概念は以前よりあったが、DNA 合成及び assembly 技術の向
上により急速にその応用例が増えている。2002 年の感染性ポリオウイルスの人工合成に初めて使われたこの技術は合成生
物学（synthetic biology）と呼ばれ、今ではウイルス作成のみならず、細菌や酵母の領域にまで技術革新が及んでいる。そ
の一方で、既に撲滅された病原体の人工合成の可能性など、倫理的に問題となる研究課題もいくつか議論されるようになっ
ている。ここでは、これらの問題のこれまでの経緯と今後の考え方について議論する。

～

16:15
16:55

演題 5「ゲノムスケール DNA 合成技術によるセーフティとセキュリティの向上」
演者

木賀大介

早稲田大学理工学術院 教授

略歴：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 助手、東京工業大学助教授・准教授を経て
2016 年から現職。専門は合成生物学、生物物理学、生化学
概要：社会実装を目標とする新技術分野は、新たなリスクを生じうると同時に、新たな安全性向上技術の開発にもつながる。実
際、ゲノム合成を含む合成生物学分野においてもこれらの点に関する議論や技術開発が分野の黎明期から進んでいる。改
変微生物が目的を果たしたのちに死滅する、という kill switch の開発も安全性向上技術の一例である。最近では、遺伝暗
号の改変に基づいた、より多様な安全性向上技術の proof of principle が示されている。これらの安全性向上技術を用いて
もリスクがゼロになることは無いことを前提としたうえで、いくつかの研究では定量的なリスクの軽減が議論されている
ことは注目に値する。ゲノム合成の国際コンソーシアムにおける議論と合わせ、合成生物学による安全性向上と安心の伝
達について本発表での紹介を行い、今後の分野展開の基盤となる議論の材料としたい。

16:55

閉会挨拶

17:00

閉会予定
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主
宰
者
挨
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主宰者挨拶
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

本日の研究会ですが、第 2 回研究会に続き、生

セキュリティというと、予防のフェーズに重点が

物兵器禁止条約をテーマに 5 題の演題をお話しい

置かれることが多いのですが、予防のみならず、

ただきます。

事前準備、それから検知、対応といったところも

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

齋藤 智也

スコープに入れてお話をしているところです。

• 広義：生物害に対する防御政策・対策
– 何を守るか？

バイオセキュリティ

– 発生の文脈

＝感染症×公衆衛生×安全保障

• 人・畜産・生態系・農業・⾷糧供給など

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

バイオセキュリティの概念

• 意図的・事故的・自然発生（国家〜世界規模）

– 対策のフェーズ

齋藤 智也. バイオセキュリティのランドスケープ.
第１回バイオセキュリティ研究会. 2016.3.25

1

齋藤 智也. バイオセキュリティのランドスケープ.
第１回バイオセキュリティ研究会. 2016.3.25

これは第 1 回の研究会からお話ししております

2

特に感染症を公衆衛生、それから安全保障とい

のの概念についてまとめたものですけれども、い

う両方の側面から見るというのをこの研究会では

ろいろな方がいろいろな意味でバイオセキュリ

重視しておりまして、現代の感染症脅威や対象フ

ティという言葉を使われていることがあります

レームワークを理解する上で不可欠な概念と考え

が、本研究会としては比較的広い意味で生物外に

ております。

対する防御政策、対策というものを念頭に置いて
おります。
何を守るか、それから発生の文脈はどんなもの
か、それから対策のフェーズはどこを考えている
かというので、このバイオセキュリティというも
は整理できるかと思います。本研究会で「バイオ
セキュリティ」といったときには、何を守るかと
いう点では、まず人への被害を守るというところ
を念頭に置いています。発生の文脈としては、意
図的、事故的、自然発生と原因を問わずに考えて
います。それから対策のフェーズも多くはバイオ

回

日時とテーマ・参加者数

第1回

「バイオセキュリティの諸問題」 国⽴保健医療科学院 齋藤 智也
WHO⻄太平洋事務局 牧野 友彦
平成28年3月25日
東京工業大学（当時）木賀 大介
参加者：34名
防衛医科大学 四ノ宮 成祥

演者

第2回

「生物兵器禁止条約」
平成29年3月16日
参加者：55名

外務省 磯崎 恒明
防衛省防衛研究所 田中 極子
日本医療科学大学 天野 修司
防衛医科大学 四ノ宮 成祥
科学技術振興機構 峯畑 昌道

第3回

「感染症危機管理の⼈材育成」
平成29年7月13日
参加者：66名

国⽴保健医療科学院 齋藤 智也
国⽴国際医療研究センター 氏家 無限
厚労省大⾂官房厚生科学課 杉原 淳

第4回

「生物兵器禁止条約と関連議論の
進展」
平成29年7月13日
参加者：

外務省 磯崎 恒明
元国連委員 古川 勝久
国⽴保健医療科学院 齋藤 智也
防衛医科大学 四ノ宮 成祥
早稲田大学 木賀 大介
3

会議録等はbiosecurity.jpにて公開中!

これまで 3 回の研究会をやっておりまして、第
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

のの言葉がどういう概念を捉えているかというの

バイオセキュリティ研究会

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

が、本研究会で扱うバイオセキュリティというも

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

現代の感染症脅威への対処フレームワーク
を理解するうえで不可⽋な概念

• 予防、事前準備、検知〜対応

主宰者挨拶

1 回にこの研究会の考えているバイオセキュリ
ティの諸問題についてお話をした後、第 2 回に生
物兵器禁止条約をテーマに 1 回研究会を開催して
おります。それから感染症危機管理の人材育成と
いうテーマを 1 回挟みまして、またこの生物兵器
禁止条約の議論に戻ってまいりました。

生物兵器禁止条約

Biological and Toxins Weapons Convention(BTWC)

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

• 生物・毒素兵器を包括的に禁止する
唯一の多国間の法的枠組み (1975年発効）
• 生物兵器の開発、生産、貯蔵等を禁止
• 国家による兵器不拡散の枠組の限界
– 生物兵器の脅威の変化
– 検証を中核とする伝統的アプローチの限界
– 検証以外の新たなアプローチ

• 会期間活動のテーマ設定：公衆衛生システム、科学者
の⾏動規範、バイオセーフティ・セキュリティ、科学
技術の進展レビュー、国際協⼒・⽀援等

齋藤 智也. バイオセキュリティのランドスケープ. 第１回バイオセキュリティ研究会. 2016.3.25

4

生物兵器禁止条約は、生物毒素兵器を包括的に
禁止する唯一の多国間の法的枠組みです。生物兵
器の開発・生産・貯蔵等を禁止するというもので
すが、この生物兵器というものを規制するにあ
たって、いわゆる検証という手段がなかなか取れ
ないということで、そのような大量破壊兵器に対
する伝統的アプローチというものが限界に来てい
ます。そのため、さまざまな形で生物兵器の開発
等を抑止するための取り組みが進められていると
ころです。
昨年お話しした時には、この生物兵器禁止条約
の会期間の活動というものがほぼ停止してしまっ
たというお話をしたかと思うのですが、その後、
議論が進みまして、また会期間活動というものが
再開しつつあるところです。来月に会期間活動の
一つである専門家会合というものが開かれるのに
あたり、国内で関連する議論を深めておこうとい
うのが、今回の研究会の主なテーマとなっており
ます。
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演題 1

者
挨
拶

生物兵器禁止条約の議論の進展
外務省軍縮不拡散・科学部

生物・化学兵器禁止条約室長

止に関する議定書」です。これは第 1 次大戦で主

まりの皆さんの間では知られていますが、一般的

としてドイツによって化学兵器が大量に使用され

にはあまり知られていない条約についてのプレゼ

て多くの犠牲者を出し、化学兵器の使用禁止の国

ンということで、このような機会を与えてもらい

際的な機運が高まった中、ポーランドの提案を受

まして本当にありがとうございます。

けて生物兵器も含めて禁止をするというもので

冒頭、齋藤先生からもありましたように、生物

す。この議定書は 1925 年に成立し、戦時におけ

兵器禁止条約の議論が少しずつですけれども、進

る生物兵器の使用を禁止したものです。その後成

展がありますので、それについて私の方から説明

立した生物兵器禁止条約では、使用以外にも製

させていただきます。

造、貯蔵、移譲、外国への技術移転の禁止を定め
ております。しかし、化学兵器の使用・開発はと

参加された方には重複する内容がございますが、

どまらず、生物兵器については第 1 次大戦、第 2

この条約全般について簡単に説明をさせていただ

次大戦では主に使用されなかったと思いますが、

き、その後、議論の進展について説明をしたいと

引き続きその使用、保有や開発というのは続けら

思います。

れていたとみられています。
第 2 次大戦が終わりまして、その後、核兵器を

1．生物兵器禁止条約の概要

軸にする冷戦が始まったことにより、生物・化学
兵器はあまり脚光を浴びていなかったのですが、
1960 年代にはベトナム戦争で枯れ葉剤が使用さ
れ、こうした大量破壊兵器の使用への関心が高
まってきておりました。そして 1966 年には国連

１９６０年代：国連等で生物・化学兵器を全面的に禁止しようとする動き
１９６６年 第２１回国連総会で化学・生物兵器の使用を非難する決議採択
１９６９年 ウ・タント国連事務総長報告書「化学・細菌（生物）兵器とその使用の影響」
１９６９年７月 英国が軍縮委員会に生物兵器禁止条約案を提出
１９６９年１１月 ニクソン米大統領声明（生物学的戦争手段の放棄，生物学的研究の
防護目的への限定，貯蔵細菌兵器の廃棄）

総会決議が採択され、その後、現在の軍縮会議で
あるジュネーヴ軍縮委員会で条約交渉が始まり、
1970 年代には現在の生物兵器禁止条約が成立し
ました。化学兵器については、ご承知のとおり、
1997 年になりようやく成立しましたが、まずは
生物兵器の禁止を先行させようということででき
たものであります。

生物兵器禁止に関する国際的な規範について

化学兵器禁止条約は、生物兵器禁止条約とは全

は、1925 年にジュネーヴ議定書という形で最初

く違い、膨大な条文と付属書から成り立ってお

に成立しています。この議定書ですが、正式名称

り、検証の仕組みを含む非常に具体的かつ、広範

は「窒息性ガス、毒性ガスまたはこれらに類する

な内容になっていますが、生物兵器につきまして

ガスおよび細菌学的手段の戦争における使用の禁

は、条約で禁止された目的以外の平和的利用は可

第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

１９７０年代：条約発効までの動き
１９７１年 軍縮委員会で条約案作成（同年第２６国連総会決議で採択）
１９７２年４月１０日 生物兵器禁止条約（BWC)署名開放
１９７５年３月２６日 BWC発効

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

１９２５年：ジュネーブ議定書採択（１９２８年発効）
「窒息性ガス，毒性ガス又はこれらに類するガス，細菌学的手段」の戦時使用を禁止。
ポーランドの提案により「細菌兵器」も禁止対象。

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

まず、生物兵器禁止条約の概要について、昨年

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

本日は、生物兵器禁止条約という、ここにお集

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

礒崎 恒明

演題 1

生物兵器禁止条約の議論の進展

2．条約を取り巻く環境

能という表現にとどまっています。

●生物・毒素兵器の開発・生産・保有を包括的に禁止する多国間の法的枠組みで，１９
７２年発効（使用については，１９２５年ジュネーブ議定書で禁止）
●締約国数：1８０ヵ国（イスラエル，シリア，エジプトは未締結）
●日本は１９８２年に批准（国内法として「BWC実施法」を整備）

第１条
第２条
第３条
第４条
第５条
第６条
第７条
第８条
第９条
第１０条
第１１条
第１２条
第１３条
第１４条
第１５条

禁止義務（適用範囲，定義）
発効後９か月以内の生物・毒素兵器の廃棄
不拡散義務（非移譲）
国内実施
協議・協力
義務違反の際の安保理への苦情申し立て
防護支援
ジュネーブ議定書の義務を限定・軽減しない
化学兵器禁止条約（ＣＷＣ）の誠実な交渉継続
国際協力
改正手続
運用検討会議
条約の有効期間・脱退
署名・批准手続き
条約言語

生物兵器は，無差別かつ大量に人を殺傷する兵器であり，核兵器，
化学兵器と並ぶ大量破壊兵器（Weapons of Mass Destruction）
●効果の程度は外部要因（気象等）により
左右され，効果の制御が難しい
●少量で甚大な被害を生
じさせる可能性

●保存，運搬，廃棄が容
易（隠蔽が可能）

●原料（生物剤）を入手できれば，簡単な設
備で大量生産（培養）が可能

●感染力のある病原体を用いた場合，広範囲に被害が拡散
・暴露から発症までのタイムラグがあり，実行犯，感染経路特定が困難
・社会的不安を引き起こし，経済活動への影響の可能性

生物兵器の検証が困難

2

3

1972 年にこの条約が成立しましたが、その後

生物兵器は、無差別かつ大量に人を殺傷する兵

我が国については 10 年後の 1982 年に国内実施法

器であり、核兵器、化学兵器と並んで大量破壊兵

を整備した上で批准をしました。現時点では締約

器として捉えられています。ただし、核兵器や化

国数が 180 カ国（2018 年 6 月時点）で、イスラエ

学兵器とは特徴が異なっておりまして、生物兵器

ル、シリア、エジプトについては未締結であり、

は生物を使ったもののため、その効果について

署名済みではありますが、締結までは至っていま

は、外的な要因、気象等によって左右され、効果

せん。

の測定は難しいとされています。また、病原菌の

条約では、まず第 1 条で禁止規定適用範囲を決
めて、生物兵器の定義を書いています。第 3 条で

性質によってその蔓延（まんえん）の仕方も違い
ます。

不拡散の義務、第 4 条で国内実施、第 5 条で協

さらに、保存、運搬、廃棄が容易とされていま

議・協力、それから第 6 条で条約の義務に違反し

す。つまり、隠蔽（いんぺい）が容易であり、後

た場合の安保理への苦情の申し立ての仕組みを規

で触れます検証が難しいという根拠もここにあり

定しています。第 7 条では生物兵器が使用された

ます。簡単に隠せますし、少量で甚大な被害を生

場合に各国が支援をするという考え方が示されて

じさせる可能性があり、少しの生物剤があれば急

います。第 10 条では、NAM 諸国（非同盟諸国）

速にその量を増やすことも可能で、簡単な設備で

が非常に重視をしている国際協力という項目が

大量生産、培養が可能とされています。大規模な

入っています。

施設を必ずしも要しないため、人工衛星から観察

第 12 条は、最初の運用検討会議の開催につい
て規定しています。ただし、運用検討会議の権限

をして、生物兵器の保有を確認することは、極め
て難しいと考えています。

や、現在は 5 年に 1 度開催していますが具体的に

それから、デュアルユースの研究が多いという

何年に 1 回開催するという仕組みは条約には規定

ことも挙げられると思います。デュアルユースは

されず、運用検討会議の度、次回の開催時期につ

リスクもありますが、病原菌の研究は、人類の発

いて議論し決定しています。

展のためにも必要であり、それ自体は条約でも禁
止されていません。研究目的なのか、殺人や戦争
という悪意を持った目的のために生物剤を扱って
いるのかということは、非常に分かりにくく、科
学者の行動規範のように、生物剤を扱う意図の確
認や、悪意を持った人に渡らないようにするため
の工夫や取組が重要になってきています。
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主
宰

のみ増殖するものです。

野兎病 ・・・ 致死率高～中（３割以上）
ペスト ・・・ 致死率高（肺ペストの場合，１００％），安定性なし
（日光により死滅）

けれども、米軍でも兵器化されたことがあると言

拶

●細菌
炭疽菌 ・・・ 致死率高，伝染性なし，安定性高（自然界にも芽胞の状態で存在）

挨

れは非常に致死性が高く、自然界にあるものです

者

毒素としては、ボツリヌス毒素が有名です。こ
生物兵器として使用されうる細菌，ウイルス，毒素

われている他、イラクでも保有されていたことが
国連の調査で判明しています。

天然痘 ・・・ 致死率高～中（３割以上），自然界には存在せず（撲滅済み）
出血熱（エボラ，黄熱） ・・・ 致死率高～中（５～８割）

●毒素
ボツリヌス毒素 ・・・致死率高（１ｇの殺傷力は１００万人ともいわれる）
4

生物兵器の種類です。生物兵器は細菌、ウイル
ス、毒素の 3 つに分かれています。まず、細菌と
してはここにあるように炭疽菌や、野兎（やと）
れています。炭疽菌につきましては、致死性が高

生物兵器（病原体）が使用（散布）された事例
●紀元前３００年頃，動物の死体を水源に投げ入れていたとの記述
●１４世紀にペストを流行させるために感染者の死体を敵陣地に投棄の記述
●ラジニ－シ事件（１９８４年，米カルト集団がレストランでサルモネラ菌散布，死者なし）
●オウム真理教生物剤散布事案（１９９３年６月，東京・亀戸で炭疽菌散布，被害なし）
●米国炭疽菌事件（２００１年１０月，死者５人）
●ナイロビ炭疽菌事件（２０１６年５月，死者なし）

（参考）化学兵器（化学剤）が使用（散布）された事例
●第１次世界大戦（塩素ガス，ホスゲン，マスタード等数千万発の化学兵器が使用され，
死傷者１３０万人以上（うち死者１０万人）とされる）
●イラン・イラク戦争（１９８０～８８年）
●地下鉄サリン事件（１９９５年，死者１２名，負傷者５千人以上）
●シリア内戦（２０１３年以降，サリン等。アサド政権は化学兵器保有を認め，ＣＷＣ執行
理事会決議及び国連安保理決議に従い，化学兵器及び生産施設を廃棄）

く、伝染性がない、安定性が高いという特徴が

5

生物兵器の使用事例です。かつて使用された例

2001 年の 9.11 テロの後に、米国で、郵送物を利

として、紀元前 300 年頃に動物の死体を水源に投

用したテロの手段として炭疽菌が使われていま

げ入れたという記述があります。14 世紀にはペ

す。細菌は、自己複製能力を持った微生物のた

ストの流行のために感染者の死体を敵の陣地に投

め、糖などの栄養と水があれば、適切な環境の下

棄したことがあります。それから、死者は出てい

では生きた細胞がなくても自分自身で増殖できる

ませんが、1980 年のラジニーシ事件があり、米

という特徴があります。

国のカルト集団がレストランでサルモネラ菌を散
布したという事案が生じています。サルモネラ菌

代にかけて米国で兵器化されたと言われ、その

は自然界にあるため、このような生物剤を使用し

後、イラクや旧ソ連でも保有されていたと言われ

たテロを認定することは難しいです。それから日

るものです。ペストについては、米国や旧ソ連で

本では、1993 年の６月に東京の亀戸駅周辺でオ

兵器化が進められていたとされています。

ウム真理教による生物剤の散布事案が行われてい

ウイルスに関し、天然痘は非常に致死性が高

ます。被害は出ていませんが、オウム真理教が生

く、撲滅のために各国が取り組んできたものです

物兵器を熱心に研究していたことを示す事案で

が、現在は自然界には存在せず、撲滅宣言が行わ

す。この失敗によって、オウム真理教は急速に化

れている古いウイルスです。仮に、この天然痘ウ

学兵器の研究に力を入れていったといわれていま

イルスを保有している国家があると、純粋な研究

す。1995 年には、霞ケ関の駅でサリンが散布さ

目的というふうに考えることは難しいかと思って

れるサリン事件が起こっています。

熱は極めて致死性が高く、5 割から 8 割で罹患（り

一昨年には、ナイロビでは炭疽菌の未遂事案が
生じ、医学生が散布する事案が生じています。

かん）した場合には亡くなると言われています。
ウイルスについては、たとえ栄養と水があったと
しても、単体では生存できないもので、自分自身
で増殖する能力がなく、生きた生物の中で増殖を
し、他の生物を宿主にして、自己複製することで
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

います。それから、エボラや黄熱病のような出血

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

なお、炭疽菌については、1950 年代から 60 年

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

り、自然界にも芽胞の状態で存在しています。

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

病、ペストというのが典型的なものとして挙げら

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

●ウイルス

演題 1

生物兵器禁止条約の議論の進展

し、先ほど述べましたとおり、現在では、非国家
主体による生物兵器の入手、使用の脅威が高まっ

科学技術の急速な進展
条約作成・発効時の想定を超える進展
●情報通信技術の進展，インターネット上の情報流通
●合成生物学，バイオインフォマテックス，ナノテクノロジー等
●デュアルユース問題（マウスポックスウイルス遺伝子改変（2001年），ポリオウイルス
人工合成（2002年），H５N１鳥インフルエンザウイルス，遺伝子改変と論文公表（2012
年）等）

ています。先ほどのナイロビの事案にしても、オ
ウム真理教の事案にしても、非国家主体による開
発・使用の事例です。学術分野外で活動を行うプ
ロでない科学者やいわゆるマッドサイエンティス

脅威の主体やステークホルダーの多様化
条約作成・発効時の脅威は国家の生物兵器計画
●非国家主体による生物兵器入手・使用の脅威
●アカデミック外で活動を行う素人科学者
●デュアルユース性の高い研究を行う科学者
●バイオ産業の拡大

トが開発や使用することも可能な状況になってき
ています。
また、今後、生物兵器の使用の禁止をどのよう

ＢＷＣの再確認を促す出来事
生物兵器事案に効果的な対応が可能か
●シリアの化学兵器事案
●エボラ出血熱アウトブレーク

に担保すべきかについて考えさせられる事案が生
6

じています。例えば、生物兵器の使用事案ではあ

生物兵器禁止条約が成立してから40年以上経っ

りませんが、シリアにおける化学兵器の使用事案

ていますけれども、その後、条約を取り巻く環境

が、2013 年以来継続していますし、シリア以外

が変化しています。まず、科学技術の急速な進展

においても、今年 3 月のイギリスのソールズベ

が見られます。化学兵器につきましては、第 1 次

リーでノビチョクといわれるソ連が開発したとさ

及び第 2 次大戦のみならず、その後も様々なもの

れる化学兵器が使われ、ロシアの元スパイが暗殺

が開発され使用もされていますが、条約の仕組み

されそうになった事案があります。その後、これ

そのものに影響を与えるような大きな変更は、あ

は化学兵器の使用に当たるかどうかは分かりませ

まり生じていないと見ています。生物兵器禁止条

んが、エイムズベリーでもノビチョクにより１名

約については、条約が早く成立したがゆえに、そ

が亡くなられる事案が起きています。これは自然

の後の急速な進展をどうやって捉えるかというこ

発生事案ですけれども、アフリカにおいてエボラ

とが課題になっています。まず、情報通信技術の

出血熱が流行し、意図的な感染症の流行のリスク

進展、インターネット上の情報の流通がありま

についてもよく考える必要があると考えます。

す。それによって急速に知識が、限られた専門家
だけでなくて、広範に利用可能になってきている
ということがあります。それから、合成生物学や

大量破壊兵器からの防衛

バイオインフォマティックス、ナノテクノロジー

●敵対国家や非国家主体が，生物兵器の取得する危険性は高まる。
●北朝鮮は，ミサイル搭載可能な生物兵器を追求している。
●ミサイル防衛を高めるべき。
●大量破壊兵器を検知し破壊すべき。右を有するテロリストを攻撃。

などの進展による新たな生物兵器の開発の可能
性、それらが非常に容易に開発できる可能性が生
じています。また、先ほども述べたとおり、デュ
アルユースの問題があり、例えばマウスポックス
ウイルスの遺伝子の改変が2001年には可能になっ
て い ま す し、 ポ リ オ の ウ イ ル ス の 人 工 合 成 が

バイオ脅威及び感染症との闘い
●自然発生か意図的に拘わらず米国への生物的脅威は高まり，対抗策が必要。
●エボラ出血熱やSARSに加え，2001年米国における炭疽菌テロは国家安全保障へ
の脅威を証明。
●生命科学の進展は，人類の健康，経済や社会に利益をもたらすとともに，国家に危
害を加えたいと考えている非国家主体に新たな攻撃手段を与える。
●危険な生物剤を扱うラボが，確実にセーフティとセキュリティの対策を取るようにする。
●知的財産システムの強化により，バイオメディカルのイノベーションを守り，支援する。
7
●迅速に感染症の流行，駆除，拡散を防ぎ，人命救助を含む緊急対応を強化する。

2002 年には成功しています。それから、鳥イン
フルエンザウイルスや、遺伝子改変の論文の公表

次に、安全保障の観点から、こうした生物兵器

など、デュアルユース分野での発展と課題が出て

の昨今の状況がどのように捉えられるのかを示す

きています。

報告書を 2 点紹介したいと思います。

また、生物兵器については、脅威の主体が多様

まず、昨年末に発表された米国の国家安全保障

化しています。ジュネーブ議定書では、国家によ

戦略では、北朝鮮やテロリストなどによる生物兵

る戦時などでの兵器の使用を禁止しており、その

器の使用の脅威は高まっていると評価していま

後、1972 年に成立した条約では、国家による製

す。このため、ミサイル防衛、またはターゲット

造・開発等が平時から禁止されています。しか

の破壊などの対抗策が必要であると同報告書は述
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主

3．生物兵器禁止条約を巡る議論

宰

べており、米国として生物兵器の脅威は無視でき

者

ない問題であると捉えていることが分かります。

挨

加えて、この報告書では、バイオメディカル・イ
えています。

専門家会合（MX: Meeting of Experts）
５年に１度開催される運用検討会議で決定される
会期間活動に基づき，毎年，専門家会合と締約国
会合が行われる。
ただし，２０１６年第８回BWC運用検討会議で会期
間活動が合意できず，昨年１２月に開催された締
約国会合で２０１８年～２０年までの会期間活動に
合意。

２０１２－２０１５（会期間活動）
毎年ＭＸとＭＳＰ
２０１６ 運用検討会議
２０１７ ＭＳＰのみ
２０１８－２０２０（会期間活動）
毎年ＭＸとＭＳＰ
２０２１ 運用検討会議

２０１７年締約国会合（MSP:Meeting of States Parties）の決定事項
●次回運用検討会議が開催される２０２１年までの
２０１８年～２０年に毎年専門家会合を８日間，締約
国会合を４日間開催。
●次ページ以降のとおり，５テーマに関する専門家
会合を開催し，締約国会合に勧告事項を報告する。

次に、昨今の生物兵器禁止条約を巡る議論を紹

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

介します。2018 年の専門家会合は、今年の 8 月 7
日から 16 日まで行われます。前回、ここで報告
させていただいた時は、2017 年 3 月でしたから、
2016 年の運用検討会議における厳しい対立によ

ターの昨年の報告書で、北朝鮮の生物兵器プログ

り、会期間活動に合意できなかったという段階で

ラムが指摘されています。北朝鮮は、農業に使用

した。このため、2017 年は会期間活動の中の重

されるデュアルユースの生物剤を大量に生産して

要な要素である専門家会合が開催されませんでし

おり、写真でもありますが、金正恩氏が現場を視

た。しかしながら、昨年 12 月に行われた締約国

察して、この開発に非常に力を入れているとされ

会合で、2018 年から 2020 年までの会期間活動に

ています。北朝鮮の生物兵器の開発については、

ついて合意に至ることができました。締約国会合

1960 年代に始まったとされており、この報告書

は、何の権限もなく会期間活動を決められないと

によると、1950 年代の朝鮮戦争時において、朝

い う 主 張 も あ り ま し た が、 会 期 間 活 動 と し て

鮮熱が戦争中に流行したことから、北朝鮮軍とし

NAM 諸国、特にイランやキューバが重視してい

ては、これは米国による生物兵器の使用ではない

る検証制度も検討することにより、合意が成立し

かと疑い、戦後その研究を加速したといわれてい

ました。

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

ます。この報告書では、北朝鮮は 13 種類の危険
な生物剤を保有していると指摘しています。ま
た、韓国政府は北朝鮮が生物兵器生産施設を 3 カ
所、研究施設を 7 カ所保有していると述べていま
す。
日時：８月７日（火）～１６日（木）
場所：ジュネーブ
国際協力（７～８日）
科学技術の進展レビュー（９～１０日）
国内実施の強化（１３日）
防護支援（１４～１５日）
条約の制度的強化（１６日）

昨年の締約国会合（MSP）は 4 日間開催されま
して、その中で毎年、専門家会合（ＭＸ）を 8 日
間実施することが決められました。また、専門家
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

日程： MX1
MX2
MX3
MX4
MX5

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

もう 1 つは、ハーバード大学のベルファーセン

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

●生物兵器生産に使用されるものは農業に使用されうる（デュアル
ユース）
●北朝鮮の生物兵器開発は，１９６０年代前半に始まったとされる。
●北朝鮮は１３種類の生物剤を有していると言われている。（炭疽
菌，天然痘，ボツリヌス菌，コレラ菌，朝鮮出血熱ウィルス，ペスト，
腸チフス，黄熱病ウィルス，赤痢菌，ブルセラ属菌，ブドウ球菌，発
疹チフス菌，カビ菌）
●中でも，炭疽菌と天然痘は，１０日あれば兵器化し，拡散可能である確率が高い。
●韓国政府によれば，北朝鮮は生物兵器生産施設を３カ所，生物兵器又は生物
兵器関連の研究施設を７カ所有している。
●生物兵器の運搬手段は未知数だが，ミサイル，ドローン，噴射機，感染した人体
などを使用する可能性がある。
●在韓米軍は，国務省指示により２００４年以降炭疽菌と天然痘のワクチンを接種。
●北朝鮮や非国家主体に生物兵器のデュアルユース品が渡ることを防ぐ策として
は，（各国の）輸出リストを改善することが有効。
●生物剤の拡散があった場合，現場対応にあたる医師や看護師は生物兵器によ
る攻撃をあまり想定していないため，感染症を検知し，対処するための訓練を積む
8
ことが重要。

２０１１ 運用検討会議

拶

ノベーションの保護、緊急時の対応強化なども訴

演題 1

生物兵器禁止条約の議論の進展

会合で 5 つのテーマに基づき議論することも決め
られました。１つ目のテーマである国際協力につ
いては、NAM 諸国が重視するもので、その後、

主な論点

科学技術の進展レビュー、国内実施の強化、防護

●新たな科学技術の生物学的リスク評価・管理
●近年はゲノム編集が焦点，MX2の議題の１つ
●バイオセーフティ及びバイオセキュリティ教育・訓練
●科学者の行動規範
●デュアルユースの問題

支援、最後に条約の制度的強化のテーマに関する
会合が行われます。条約の制度的強化は、NAM
諸国が重視していた検証制度の是非を含む、様々
な制度について議論する場です。

我が国の取り組み
●我が国では，日本学術会議が２０１３年に「科学者の行動規範」を改訂
●同会議が，２０１４年「病原体研究に関するデュアルユース問題」を提言
●科学者の啓蒙に関する作業文書に共同提案国入り
●MX2は特に専門家の意見が求められる場，我が国は引き続き専門家を派遣

近年の主な論点

12

●国際協力はNAM諸国の最優先課題。第３条（移譲管理）も第１０条（国際
協力）に関連付けるべきと主張。
●途上国のニーズに応えるための国際協力データベースの継続・改善
●条約の国内実施に係る途上国のキャパシティビルディングの強化
●生物剤使用の際の検知・報告・対応能力を備える協力

科学技術の進展レビューでは、新たな科学技術
の生物学的リスクの評価・管理、ゲノム編集、バ
イオセーフティー・バイオセキュリティに関する
教育・訓練などであり、本バイオセキュリティ研

我が国の取り組み

究会自体も日本における科学技術の進展を検討す

●アジア諸国の国内実施を
図るため，各国の担当者や
専門家に対象を絞った知識・
情報の提供やワークショップ
を行うプロジェクトを検討中

る取り組みの 1 つとして位置付けることも可能と
考えています。我が国では、日本学術会議が科学
11

者の行動規範を作成しており、翌 2014 年には、

まず、国際協力については、最近の論点として

病原体研究に関するデュアルユース問題という提

第 3 条の移譲の管理を第 10 条の国際協力に関連さ

言を出しています。それから昨年度、一昨年度と

せて議論すべきという主張があります。つまり、

続きまして、英国が主導している科学者の啓蒙に

他国への生物剤の移譲や技術移転を禁止すること

関する作業文書に我が国も共同提案国入りをし、

は国際協力がないがしろにされることにつながる

右のような我が国の取組みもアピールしていま

点が懸念されており、国際協力を阻害しない形

す。来月行われる専門家会合にも、本日のスピー

で、移譲の禁止を実施すべきことが一部の締約国

カーとしてこの後登壇される防衛医大の四ノ宮先

により主張されています。この他、国際協力の

生、それから先ほどの齋藤先生も我が国専門家と

データベースの継続と改善、条約の国内実施にか

して専門家会合に出席していただく予定です。

かる途上国のキャパシティー・ビルディングの強
化、生物剤使用の際の検知・報告、対応能力の強
化が含まれます。
我が国としては、昨年度補正予算により、バイ
オセキュリティ関連の国連軍縮部プロジェクトに
拠出を行っています。その中で、アジア諸国の国
内実施を促進するために各国の担当者や専門家に
対象を絞ったワークショップの開催が予定されて
います。

主な論点
●非国家主体の生物兵器使用対策を含めた，法的手段
●信頼醸成措置（CBM)の量・質・フォームの改善
●グッドプラクティスの情報交換等の自発的手段
●防護支援の強化及び国際協力
●第３条（譲渡管理）に基づき効果的な輸出管理

我が国の取り組み
●信頼醸成措置の段階的アプローチの作業文書の提出
●オーストラリアグループなどの自主的輸出管理，ピアレビューへの評価
●アジア諸国の国内実施を図るため，各国の担当者や専門家に対象を絞った
知識・情報の提供やワークショップを行うプロジェクトを検討中
13

国内実施につきましては、我が国としては、各
国が提出する信頼醸成措置（CBM：Confidence
Building Measures）のフォーマットを記入でき
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主

であります。

宰

るところから記入して段階的に提出していくこと

者

を容認し、それによって提出率を上げるべきこと

挨

す。また、移譲管理に関する国内実施について
は、オーストラリア・グループという自主的な輸
出関連の地域的レジームがあり、日本も参加して
ンスなどの欧州諸国が中心に取り組んでいます
が、これは、自国のバイオセーフティーやバイオ
セキュリティの管理状況を、主としてアフリカな
ど途上国の専門家たちに紹介し、透明性を図る取
り組みです。我が国としては、先ほど述べました

現在の会期間活動の限界
●会期間活動の会合は意見交換及び情報共有の場
●決定権は５年に１度の運用検討会議のみとの主張あり
●条約を実施する常設機関なし（ＩＳＵのみ）

検証議定書を巡る対立
●ＮＡＭ諸国は条約の遵守は検証制度によってのみ確保されるとして，常に検
証議定書交渉再開を要求して他の提案を却下する傾向
●米国等の西側諸国は，効果的な検証制度の構築は困難との立場

財政問題
拠出金の未払い問題によるＢＷＣの活動の不安定化
15

会期間活動の会合である専門家会合や締約国会

に各国の担当者や専門家に対象を絞ったワーク

合は、意見交換と情報共有の場であり、意思決定

ショップの実施を検討しています。

は 5 年に 1 度に開催される運用検討会議とされて
おります。最後のテーマである条約の制度的強化
では、そのような限られた意思決定の機会の中

主な論点

で、どのように条約を制度的に強化できるかを議

●防護支援おける課題と解決策案
●締約国が支援要請する際のガイドライン・フォーマット
●有事の際の国際機関や地域機関との連携や協力
●露提案の機動性のあるバイオ医療ユニット

論します。他の軍縮関連条約に比して生物兵器禁
止条約については、それを推進する常設機関が存
在しておりません。条約履行支援ユニットの３名
がいますが、先ほどの CBM を管理したり、専門

●バイオテロの際には初動体制としてWHOなどの国際機関との連携が必要
●国際機関との連携強化を促進すべきとする作業文書を提出
●防護支援に係る国際機関間の協力体制を構築するプロジェクトを検討中
●生物兵器使用疑義の事案に対する国連事務総長調査メカニズムの円滑な
活用を目指すプロジェクトを検討中
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家会合を含む会合の開催準備を行ったりするなど
の役割を担うに留まります。また、2001 年に頓
挫した検証議定書を巡る対立が続いており、現在
でも検証制度を設けるべきとの主張がされていま
す。最後に、財政問題については、拠出金の未払

イドラインやフォーマット、生物事案の際の国際

いの締約国が多いため、その未払いとキャッシュ

機関や地域関係機関との連携や協力のあり方、ロ

フロー不足をどのように解決するかという問題が

シアが提案する機動性のあるバイオ医療ユニット

あり、アドミニストレーティブな問題ではありま

の可否などの論点があります。我が国としては、

すが、非常に重要な問題です。他の軍縮関連条約

バイオテロの際には初動体制として WHO などの

の中では、財政問題のために会合を開催できなく

既存の国際機関との連携が必要と考えており、国

なってしまったこともあると聞いています。

際機関との連携強化を促進するという作業文書を
提出してきています。また、我が国は、生物兵器

演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

使用の疑義の事案についての国連事務総長調査メ

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

防護支援は、締約国が支援を要請した場合のガ

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

我が国の取り組み

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

とおり、アジア諸国の国内実施の促進を図るため

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

おります。ピアレビューは、オーストリアやフラ

拶

を提言しており、多くの国の賛同を得ておりま

カニズムの円滑な活用を目指すプロジェクトを検
討しています。国連事務総長のメカニズムという
のは、1987 年国連総会決議によって設置された
もので、生物兵器と化学兵器の使用疑義事案を調
査するものです。これは 2013 年にシリアの化学
兵器の使用についての調査で使われたメカニズム
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 1

生物兵器禁止条約の議論の進展

携です。検証制度、国際協力、締約国会合の権限
など、西側諸国と NAM 諸国の間での意見の不一
信頼醸成措置（CBM）の段階的アプローチ
提出フォームを段階的に提出することを認め，ＣＢＭ提出の初期負担を軽減し，
参加増加を促すアプローチ
共同提案国：豪州，カナダ，ドイツ，マレーシア，韓国及びスイス

国際機関との連携強化
既存の国際機関（ＷＨＯ等）との連携をより深め，定期的に情報交換を行い，人
為的な公衆衛生上の危機の際の情報共有等を迅速に行えるようにする
共同提案国：豪州，オランダ，英国及びアイルランド

条約強化に向けた調査枠組み
●予防的観点から恒常的かつ広範な検証制度の構築は困難であるため，生物
兵器の使用疑義や条約違反（開発，製造，保有）事案が事後的に生じた場合の
調査枠組みの協議を提案
16

我が国が専門家会合で提出する作業文書は 3 つ
あり、先ほど触れた信頼醸成措置の段階的アプ
ローチや、バイオテロ事案の際の初期対応のため
の国際機関との連携強化があり、いずれもいくつ
かの締約国が共同提案国入りしています。３つ目
は、条約の強化に向けた調査枠組みであり、新規
の作業文書です。予防的な観点からの普遍的な検
証は非常に困難であり、効果にも疑問があるた
め、生物兵器の使用が行われた際や条約違反が発
生した際に事後的調査を行うことが重要であり、
その調査の仕方について議論すべきことを提起す
る作業文書です。この作業文書により、5 つ目の
テーマの会合で、具体的かつ建設的な議論に貢献
できるよう取り組んでいきたいと思います。

条約体制の維持・強化
財政問題，ISUの強化に関する議論が活発化が予想されるところ，我が国として
建設的かつ具体的議論が行われるよう貢献し，条約体制の維持・強化を図る

西側諸国との連携
検証制度，国際協力，締約国会合の権限など，西側諸国とNAM諸国の間で意
見の不一致が見られる論点に留意。我が国が立場を共有する西側諸国と情
報・意見交換や立場の連携・調整を図りつつ，NAM諸国との橋渡しにも努める

我が国の条約強化に向けた取組の実施
我が国の立場と連動する形で，国連軍縮部との連携により様々なプロジェクトを
実施し，我が国の貢献をアピールするとともに，条約強化に貢献する
17

今年の 12 月に予定されている締約国会合に向
けた課題としては 3 つ考えています。まず、条約
の体制の維持強化に関し、財政問題や ISU の強化
に関する議論の活発化が予想される中で、我が国
として建設的かつ具体的な議論が行われるように
貢献していくことです。2 つ目は西側諸国との連

14
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致が見られていますが、我が国としては、西側諸
国との意見交換、立場の連携、調整を図りながら
も、NAM 諸国との橋渡しにも努めたいと考えて
います。それから 3 番目は、我が国自身の条約強
化に向けた取組みとして、我が国の立場と連動す
る形で、国連軍縮部と連携しながら、様々なプロ
ジェクトを実施し、我が国の貢献をアピールして
いきたいと思います。

主
宰

演題 2

者
挨

国連安全保障理事会・北朝鮮制裁委員会（1718 委員会）専門家パネル元委員

市販汎用品・汎用技術と大量破壊兵器計画

ません。私たちからすれば、これは単なる「中古
品」です。しかし、米国とソ連が軍拡競争を競い

かかわる最新技術をアフリカに供与すべきではな

合っていた 20 世紀後半には、このような製品は

いとの問題提起がありました。しかし、現実には

存在しませんでした。この時代の技術水準からす

このような議論自体がもはや時代遅れではないか

れば、これはきわめてハイレベルの「未来の製

と思います。「大量破壊兵器」とは、何か特定の

品」です。われわれからすれば単なる中古品で

技術や物資のみで製造されるとの印象が一般的に

も、ソ連の弾道ミサイル・システムをベースにミ

ですが、現実には生物兵器のみならず、ミサイル

サイル開発を進める北朝鮮からすれば、冷戦時代

でも、核でも、化学でも、大量破壊兵器の製造に

にはなかった非常に貴重な「宝物」なのです。
同様に、北朝鮮の「事実上の長距離弾道ミサイ

す。今日の科学技術は 20 世紀に比べるとはるか

ル」である「銀河 3 号」ロケットにも、先進諸国

に発展しています。20 世紀にできなかったこと

の汎用品が多用されていた事実が確認されていま

でも、今日では一般人ができるようになっていま

す。1 日本のベンチャー企業が秋葉原で買い集め

す。この現実を踏まえて、私たちは議論する必要

た部品を使用してロケット開発を行っているのと

があると思います。

同じです。もちろんミサイル弾頭の再突入体な
ど、特殊な技術や素材が必要な分野は存在します

品が使用されているか、北朝鮮の事例をご紹介し

が、私たちが日頃接している様々な製品が、大量

ます。2017 年に金正恩委員長が国防科学院・化

破壊兵器の開発にも利用されうるのが今日の現実

学材料研究所を訪問した際の写真が北朝鮮労働新

です。
国連安保理は決議を通じて、北朝鮮国籍保有者

の研究開発を行っている研究所です。ここで展示

に対する核・ミサイル関連技術の教育・訓練を禁

されていた機械の一つに「超低温恒温槽」という

止しています。具体的には、「北朝鮮の拡散上機

環境試験器があります。超低温環境をシミュレー

微な核活動及び核兵器運搬システムの開発に寄与

ションするための機械と思われます。実は、この

し得る分野」に関して、「自国の領域内における

「超低温恒温槽」は日本製品に酷似しています。

若しくは自国民による北朝鮮国民に対する専門教

といっても、これは 2000 年代半ばごろに日本で

育又は訓練…を防止する」ことを義務づけていま

製造されていた機械でして、今日はもう販売され

す。2 さらに国連安保理は、「北朝鮮の拡散上機微

ておらず、リサイクル・ショップでしか入手でき

な核活動及び核兵器運搬システムの開発に寄与し

1
2

 細は次の文献を参照。古川勝久、「第 10 章 北朝鮮制裁の課題」、「『不確実性の時代』の朝鮮半島と日本の外交・安全保障」（日
詳
本国際問題研究所、2018 年）（http://www2.jiia.or.jp/pdf/research/H29_Korean_Peninsula/10-furukawa.pdf）
国連安保理決議 2270 号第 17 項、および 2321 号第 10 項を参照。
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

聞で公表されました。固体燃料型の弾道ミサイル

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

例えば、弾道ミサイル開発にどのような汎用製

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

は様々な汎用技術や汎用製品が使用されていま

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

先ほどのセッションで、生物兵器や毒素兵器に

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

古川 勝久

拶

国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ組織による
生物兵器計画

演題 2

国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ組織による生物兵器計画

得る分野」として、以下を例示的に列挙していま

5
中央通信で公表されました。
この研究所は、微

す。3

生物を用いた農薬の製造を目的とするとされま

・応用物理学

す。この研究所内で撮影された写真の一枚に、生

・応用コンピューター・シミュレーション及び

物兵器製造に転用可能な乾燥機らしき機械が写っ

関連するコンピューター科学

ています。これが炭疽菌の製造にも使用されうる

・地理空間ナビゲーション

のではないかとの指摘があります。実際、かつて

・原子力工学

イラクでは、微生物由来の農薬の製造施設で炭疽

・航空宇宙工学

菌を製造していた前例がありました。このような

・航空工学

生 物 兵 器 の 製 造 方 法 で は 当 然、 バ イ オ セ ー フ

・先端の材料科学

ティー面で高いリスクが発生しますが、イラクは

・先端の化学工学

それを受け入れていました。ただ、北朝鮮の研究

・先端の機械工学

所内の写真では、金正恩委員長が防護服なしで歩

・先端の電気工学

き回っている様子が写されています。もしここで

・先端の産業工学

生物兵器を製造していたとすれば、北朝鮮の最高
指導者をかなりハイレベルのバイオセーフ

核ミサイル関連の機微技術だけでも、かなり広
範囲の汎用分野に及んでいることがお分かりいた
だけるかと思います。生物兵器関連の機微技術
は、さらに広範囲に及びます。

ティー・リスク環境にさらしていたことになりま
す。北朝鮮では考え難い話です。
ただし、現在、生物兵器を製造しているとの証
拠はありませんが、これらの資機材を生物兵器計
画に転用することは、意思決定が下されれば可能

北朝鮮の生物兵器関連情報
北朝鮮の生物兵器計画に関しては、信頼度の高

でしょう。もっとも安全面での対策として相応の
追加投資が必要になるでしょうが。

い公開情報はあまり見受けられません。韓国政府
が発表した情報がほとんどですが、その情報源は

生物・毒素兵器を用いた犯罪・テロ

脱北者の証言に依拠するところが大きいようで

21 世紀に入ってから、イスラム過激派による

す。残念ながら、高い信頼度をもつ情報を私は存

生物・毒素兵器テロの試みが不定期に続いていま

じ上げておりません。

す。イスラム過激派には工学部出身の高学歴保有

2017 年 12 月、アメリカ国防総省が米連邦議会

6
者が数多く含まれると指摘されます。
2018 年だ

に提出した報告書では、北朝鮮の生物兵器につい

けでも複数の事件が公表されています。5 月には

ては抑制的な表現が使用されています。生物兵器

フランスでリシンを用いたテロ攻撃を計画してい

関連研究の大半が「デュアル・ユース」である事

た容疑でエジプト生まれの大学生が逮捕されまし

実を指摘した上で、北朝鮮は「選択肢として生物

た。この大学生は、過激派のサイトからリシン毒

兵器を使うことを考慮するかもしれない」と指摘

の製造方法を入手していたとのことです。6 月に

しています。 要は、「つくろうと思えばつくれ

はドイツ国内でもイスラム過激派が独自に製造し

る」ということを示していると思われます。

たリシンを用いて生物テロ攻撃を計画していた容

4

2015 年 に 金 正 恩 委 員 長 が 朝 鮮 人 民 軍 の

疑で逮捕されました。どれほど殺傷力のあるリシ

Biotechnical Institute を訪問した際の写真が朝鮮

ン毒を製造したのか、情報はまだ未公表です。リ

3
4
5
6
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国連安保理決議 2270 号・第 17 項、決議 2321 号・第 10 項
U.S. Department of Defense, Military and Security Developments Involving the Democratic People’s Republic of Korea, December
2017.
Korea Central News Agency,“Kim Jong Un Provides Field Guidance to Bio-technical Institute under KPA Unit”
, June 6, 2015.
Diego Ganbetta and Steffen Hertog, Engineers of Jihad, Princeton University Press, 2016.
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主

の安全性に疑義を表明しました。これらの事態を

宰

すいため、製造方法に関する情報が過激派の間で

受けて 2001 年 6 月に国防総省はワクチン計画の予

者

拡散しているのでしょう。

算を大幅に削減し、事実上、ワクチン開発計画は

が生物テロ計画の容疑で摘発されています。ケニ

アービンス博士が炭疽菌ワクチンの重要性を世間

アの警察当局によると、「イスラム国」に感化さ

に認知させる目的で、炭疽菌パウダー入りの手紙

れた過激派として、少なくとも 3 名を逮捕したと

をアメリカ中に送付したものと考えています。
アービンス博士は自殺したので裁判は開かれて

いた医学部大学生と彼女の知人 2 名を含む、5 名

いませんが、FBI の公表資料によると、彼は殺人

からなるセルが、何らかの生物兵器を用いた攻撃

願望を有していたうえ、知人女性に対しても窃

を計画していたとのことです。炭疽菌の製造・兵

盗、無断自宅侵入、ハラスメント行為等、数々の

器化の技術を有する女性が含まれていたとされま

犯罪行為を行っていたとのことです。アービンス

すが、本事件の詳細は不明です。もしこれが事実

博士の同僚だった米陸軍感染症研究所の方々は、

であれば、「イスラム国」関係者が生物兵器を用

FBI の報告に対して「信じられない」と一様に驚

いたテロ攻撃を計画していたことになります。

いていました。

7

もともとイスラム過激派はアルカイダの時代か
ら大量破壊兵器に関心を抱いてきました。この数

危険なインサイダーを見つけるのは容易ではあ
りません。

年間、イスラム過激派の間では、ナイフや車両等
による通行人の殺傷など、ローテクのテロ攻撃が

日本国内の事例
過去には日本でも、インサイダーによる生物・

大量破壊兵器に関する関心も一貫して見受けられ

毒素を用いた事件が度々発生しています。第 2 次

てきたことを忘れるべきではありません。

世界大戦中の日本陸軍による生物化学兵器計画は
世界的にも知られていますが、日本国内では生物

インサイダーの脅威

剤を用いた犯罪が戦前から発生していました。埼
玉県川口市の耳鼻咽喉科の医師が腸チフス菌一株

イダーによる脅威が懸念されます。医学や薬学に

を培養し、五回にわたりチフス菌を用いた殺人・

通じた研究者が過激化した場合には脅威が増大し

傷害行為を行い、計 18 名が発病者、そのうち 4 名

ます。例えば、2001 年にアメリカでは炭疽菌パ

が死亡しました。その後、高橋は死刑判決を受け

ウダー入りの手紙が何通も送付される事件が発生

ています。1966 年には、千葉大学医学部附属病

しました。後に、米連邦捜査局（FBI）は実行犯

院の医師が、診療行為を装って患者の体内に病原

を陸軍感染症医学研究所勤務のブルース・アービ

体を注入したり、同僚や親戚などに細菌で汚染し

ンス博士と特定しました。

た食物を喫食させたとして逮捕・起訴されまし

アービンス博士は、米陸軍感染症研究所で炭疽

8
た。

世界的にも知られているのは、1990 年代、オ

1999 年以降、同計画は危機に直面していました。

ウム真理教による大量破壊兵器を用いた一連の事

第一次湾岸戦争に従事した米軍兵士の間で見られ

件です。オウム真理教は複数の生物・毒素兵器計

たいわゆる「湾岸シンドローム」の原因は炭疽菌

画を実行していました。まず、彼らはボツリヌス

ワクチン接種ではないかとの疑いがメディアで報

毒素の生成を試み、彼らがボツリヌス毒素を含む

道され、その後、米連邦議会の議員団もワクチン

と信じた液体を、米軍基地、皇居、創価学会本

7
8

“Kenyan authorities claim to have foiled potential bio-terror attack”
, CNN, May 4, 2016.
杉島正秋・著、杉島正秋・編：バイオテロの包括的研究、朝日大学法制研究所、岐阜、2003。
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

菌ワクチンの開発計画に従事していましたが、

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

生物・毒素兵器を用いた事件では、特にインサ

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

目立ちましたが、他方、高学歴の過激派を中心に

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

のことです。ケニアの病院でインターンを務めて

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

廃止される方向に向かっていました。FBI は、

拶

また、2016 年 5 月にはケニアで医学生グループ

挨

シンは他の生物・毒素兵器よりも比較的製造しや

演題 2

国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ組織による生物兵器計画

部、霞が関周辺などで散布した上、貯水池にも混

器や散布資機材などを自家製で製造する試みは、

入させました。さらに「ボツリヌス毒素」を用い

20 世紀の時代から行われきました。今日、「オウ

て大量殺人も計画していました。また、炭疽菌の

ム真理教の事件はきわめて例外的でもはや起こり

培養も試み、彼らが兵器級炭疽菌と信じた生物剤

えない」と一般的に考えられがちです。しかし、

を含有する液体を亀戸にあるオウム真理教の「東

他にもインサイダーによる殺人事件は発生してい

京道場」屋上より散布した上、霞が関、皇居周辺

ます。オウム真理教事件を「もう二度と起きない

にも散布しました。

一回だけの問題」として片付けられる社会科学的

結果的に、オウム真理教はいずれの事件におい

な根拠はありません。

ても、菌の培養や毒素の製造には失敗しており、

今もこのようなインサイダーによる脅威に対す

また散布方法にも問題があったため、すべて失敗

るリスク管理は、研究機関や大学などでさほど進

に終わったため、事件化には至っておりません。

んでいません。テロ・犯罪とは別次元の話です

オウム真理教の炭疽菌テロはすべて失敗に終

が、例えば、2014 年の理化学研究所で一人の研

わったわけですが、1990 年代初頭、彼らは東京

究員が「STAP 細胞」にかかわる研究成果をねつ

亀戸で炭疽菌を散布する目的で、培養器や散布シ

造したことが世界的にも大問題となりました。研

ステムなど、大規模な施設を「東京道場」の建物

究成果のねつ造すら、組織内で誰も見破ることが

内に白昼堂々、搬入していました。しかし、当

できなかったわけです。研究員による意図的な作

時、これらの資機材が炭疽菌散布計画を目的とし

為を防止するためのリスク管理制度が、組織とし

ていたとはだれも知りませんでした。後にこの建

て完全に欠如していたといわざるを得ません。組

物内から回収された炭疽菌のサンプルを培養した

織としてインサイダー脅威のリスクをいかに管理

結果、オウム真理教が培養していたのは動物のワ

してゆくか。これはもっと真剣に取り組まれない

クチンに使われる無害株の炭疽菌だったことが判

といけない課題です。内部脅威のリスクを把握す

明しています。

るためのベスト・プラクティスの改善など、様々

他方、オウム真理教は化学兵器を製造して犯

な施策の深化が急がれます。

罪・テロを繰り返し、こちらは「成功」を収めま
した。1994 年の松本サリン事件と 1995 年の東京

汎用技術の深化、普及

地下鉄サリン事件では、多数の死者、負傷者が出

2010 年、アメリカのサンディア国立研究所で

ました。サリンで敵対する弁護士の殺害を計画し

は危険生物剤培養実験室のモデルを展示していま

たこともあります。また、オウム真理教はＶＸや

した。実験室内の資機材はネットで購入した中古

ホスゲンも製造し、元オウム信者を殺害し、敵対

品ばかりです。同研究所は、オンラインで購入で

する宗教指導者やジャーナリストなどの殺害も計

きる中古品だけでも危険生物剤を培養できること

画しました。そのほかにも、オウム真理教は地下

を示すために、この実験室のモデルを展示してい

鉄新宿駅近辺のトイレで青酸カリの散布を試みた

たのです。

り、ソマンやイペリットも製造していました。

1990 年代前半、オウム真理教は「農薬製造施

オウム真理教は 1994 年 3 月の東京地下鉄サリン

設」の名目で大型の各種資機材を購入して、比較

事件の数日前に霞が関でボツリヌス毒素の散布を

的大型のサリン製造プラントを建造していまし

試みました。このために彼らは自家製の液体散布

た。しかし、今日では、化学合成のためのマイク

装置を製造し、ボツリヌス毒素を混入させた液体

ロ・プロセッシング技が発展しており、化学兵器

ボトルを装填していました。ただ、テロ実行犯の

の製造のためにもはやそのような大型施設は必要

一人が怖気づいて、散布計画実行の際には液体ボ

ないとの指摘があります。また、ナノテクを用い

トルの中には水しか入れなかったとのことでし

た散布技術も開発されており、これらの技術が大

た。

量破壊兵器計画に転用されるリスクが懸念されて

このように、大量破壊兵器テロ実行のために兵

18
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います。
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genetics（逆遺伝学）などが指摘されています。
アルユース・リスク」は高まる一方ですが、他

アルユース・リスク」も高まっております。欧米

方、研究機関や大学などにおけるリスク管理体制

の生物兵器専門家の間では、伝統的な生物兵器

はほとんど改善されていません。
小学生レベルでも、生命科学に関する知識は飛

リヌス菌、サルモネラ菌など）が遺伝子操作され

躍的に増大しています。今や小学生を対象とする

て、抗生物質やウイルスが効かない強力な生物兵

生物学の「マスターコース」を提供する民間企業

器が製造されるリスクが指摘されてきました。天

もあります。遺伝子組み換えキット、生物加工

然痘ウイルスの致死性を極めるために応用できる

キット、DNA 切断キット、DNA 鑑定キットなど

技術すら学術論文として公開されています。今

を用いた実験は、小学生レベルで当たり前です。

日、DNA は宅配されています。2006 年には英国

しかし、科学技術の革命的な発展に比べて、その

のガーディアン誌が、欧米の合成遺伝子販売会社

リスク管理を行う体制が非常に脆弱な状態が今も

は天然痘ウイルスの DNA でも個人宅宛に配送し

一般的です。
今後、あるべきリスク管理体制を考える上で、

おいても、「デュアルユース・リスク」の管理を

一つの事例をご紹介したいと思います。東京大学

徹底する必要があります。

の河岡義裕教授は、インフルエンザウイルスの感

れるリスクも懸念されています。例えば、癌細胞

様々な先駆的な研究成果を発表してこられまし

を殺すために、人工的に 2 種類の毒素を組み合わ

た。ただ、生物兵器の専門家の間では、これらの

せて新たな毒素を生成する技術（fusion toxins）

研究成果が生物テロに悪用されるリスクを懸念す

や、人間の免疫システムを潜り抜ける「ステル

る声が強まり、研究成果の発表方法を巡って論争

ス・ウイルス」開発の可能性なども指摘されてい

が起こりました。中でも、2011 年に河岡教授の

ます。 加えて、近年、免疫システム等、人間の

研究チームが Nature 誌に投稿した「鳥インフル

生理反応のメカニズムの解明が進むにつれ、神経

エンザウイルス H5N1」に関する論文を巡って、

系を標的とする新たな生物化学兵器が作られうる

米国の「バイオセキュリティーに関する国家科学

危険性も指摘されています。例えば、ナノ粒子の

諮問委員会（NSABB）」が掲載を見合わせるよう

中に DNA を組み込んで人工的なウイルスを合成

勧告する事態となった経緯があります。論文に

し、それをヒトの体内に送り込んで、血液脳関門

は、鳥インフルエンザウイルス H5N1 の遺伝子

（brain-blood barrier）を突破させ、脳に致命的な

13,500 か所のうちわずか 4 か所が変異するだけ

ダメージを及ぼす可能性が指摘されています。

で、新型インフルエンザになりうることが指摘さ

9

れていたため、｢生物テロに悪用される可能性が

れ う る 科 学 技 術 領 域 と し て、Next-generation

ある｣ と考えられたのです。これに対して、河岡

sequencing（次世代遺伝子配列解読）、molecular

教授を含む研究者たちは、「この情報をもとに、

pharming ( 分子農業；遺伝子組み換え技術を利

有効な治療薬やワクチンが作られる」ため、「掲

用して、医薬品や工業材料のような有用な物質を

載見合わせは安全面から考えても、科学の発展か

植物で生産 ), viral vectors（ウイルスの構造を利

らも不適当」と考えました。2012 年 2 月 17 日、

用 し て 作 成 し た 組 換 え 実 験 用 の ベ ク タ ー）、

世界保健機関が本件に関してジュネーブで専門家

artificial viruses, RNA silencing, reverse

会議を開いた結果、「論文の発表は将来的に公衆

9

Committee on Advances in Technology and the Prevention of Their Application to Next Generation Biowarfare Threats,
Globalization, Biosecurity, and the Future of the Life Sciences, p. 47.
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

今後、特にデュアル・ユース・リスクが懸念さ

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

染経路の解明やエボラウイルスの粒子形成など、

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

さらに新しいタイプの生物・毒素兵器が製造さ

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

ていた実態を報道していました。DNA の配送に

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

（例：炭素菌、天然痘ウイルス、ペスト菌、ボツ

拶

い、それらの科学技術が悪用された場合の「デュ

挨

このように様々な科学技術の研究分野で「デュ

者

近年、ライフサイエンスの目覚ましい発展に伴

宰

生命科学の新たな研究段階

演題 2

国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ組織による生物兵器計画

衛 生 に 資 す る 」 と の 結 論 と な り、 そ の 後、

にかかわるデュアルユース・リスク管理を推進す

NSABB も論文の全面公開に同意することとなり

るため、国際協力ネットワークの構築に取り組ん

ました。本件を受けて、河岡教授は以下の通り指

でいました。そこで、私が全米科学アカデミーと

摘しています。

日本学術会議との間で橋渡しに努めていたのです

10

「要は科学研究の成果は、それをどう使うかと

が、日本学術会議の当時（20 期）の副会長など

いう問題になります。科学者、研究者は常にポ

は消極的な反応しか示さず、ほとんど前に進みま

ジティブな面とリスクがある面を自覚し、どう

せんでした。日本学術会議に何度もアプローチし

したらそのリスクを最小限に抑えてベネフィッ

ていたところ、ようやく金澤一郎会長と全米科学

トにつなげられるか考えなくてはいけない。こ

アカデミーとの会合をアレンジできました。金澤

のウイルス問題でいえば、研究によるリスクは

会長は、デュアルユース・リスクを研究機関が自

ゼロではないが、何もせず同じようなウイルス

発的に管理する必要性を深く理解されておられま

が自然界で拡大してしまうのを待つのか、安全

した。防衛医科大学校の四ノ宮教授にもご協力い

な環境でウイルスを作製し治療法につなげるの

ただいて、日本学術会議内に「科学・技術のデュ

か、一般の人がどう思うかということにありま

アルユース問題に関する検討委員会」を立ち上げ

す。そのためには安全な施設で研究していると

られる運びとなりました。その後、検討委員会

いった情報を公開するなど、科学者が信頼され

は、2012 年 11 月に「科学・技術のデュアルユー

ること、そのために努力することも大事なわけ

ス問題に関する検討報告」を取りまとめて公表し

です。」

ました。

ここで強調しておきたいのは、河岡教授の研究

私は 2016 年 5 月に国連での任期を終えて日本に

チームは、研究成果の公開にかかわるメリットと

帰国した後、検討委員会の成果がどのように活用

デメリットを考慮した上で、最終的に公開するメ

されているのか、調べてみたところ、どうやら全

リットがデメリットを上回るとの判断に至ったと

くフォローアップされていないらしいことが判明

いう点です。日本国内の大学や研究機関で、果た

しました。検討委員会の提言など、ほとんど誰に

してこのようなリスク評価を行っている組織はど

も知られていないようです。また、国連のジュ

れほどあるのでしょうか。

ネーブで生物兵器禁止条約の会合が続いておりま

加えて、アメリカの場合、河岡教授が機微な研
究成果を発表するたびに中央情報局（CIA）の担

すが、ここでもこの十年間ほど同じ議論が繰り返
されているだけで、何も進展が見られません。

当者が訪ねてきて、研究のセキュリティ面につい

科学・技術が革新的に発展して、デュアルユー

て確認しているとのことです。アメリカ政府内

ス・リスクも格段に強まっています。にもかかわ

に、生命科学分野における機微な研究成果をモニ

らず、リスク管理の体制構築については、政府も

タリングして、リスクを評価する組織があるわけ

研究機関・大学も、組織としてはほとんど真剣に

です。果たして同様の組織が日本政府内にあるで

取り組んでいないようです。

しょうか。

日本には、オウム真理教事件がありました。生
物兵器を実験していた 731 部隊もありました。日

日本学術会議の姿勢は疑問

本はこのような経験を有するにもかかわらず、生

私がニューヨークで国連に赴任する前の話にな

命科学のデュアルユース・リスクに対してこれほ

りますが、2000 年代後半から 2010 年代初頭にか

ど無関心でいていいのでしょうか。日本の姿勢が

けて、全米科学アカデミーが生命科学の研究活動

問われていると思います。

10 「東京大学医科学研究所教授

河岡義裕氏 ロングインタビュー：科学者は常に研究のプラス面とリスクを考え対処し、一般の人に信
頼される努力が不可欠」、Nature Microbiology、2016 年 6 月号、2016 年 8 月号掲載（https://www.natureasia.com/ja-jp/nmicrobiol/
interview/6）
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主
宰

演題 3

者
挨
拶

公衆衛生とセキュリティの連携強化に向けて

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

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

今、古川先生がご指摘いただいたように、科学
技術と安全保障といった連携のフレームワークが
できていないのではないかというお話がありまし
たけれども、セキュリティとの連携が重要という

生物テロ対策

• ヒト・モノ・カネの管理（インテリジェンス）
• 予防のアプローチ

• 非常に稀な感染症の想定
• 鑑別疾患、医薬品等準備

• ⾃然流⾏から想定し得ない流⾏形式
• 対応計画、疫学調査

本日の内容

• 通常のアウトブレイク対応とは全く異なる社会状況

• スピード、信頼性、秘匿性、信頼性、メディア、社会⼼理

• 公衆衛生当局で完結しない対応（多機関連携）
• 初動が消防も？
• 法執⾏機関との連携

• 連携強化のニーズ
• 連携強化の取組み事例

2018.07.25 | 第4回バイオセキュリティ研究会| 公衆衛⽣とｾｷｭﾘﾃｨ

2

普通、感染症対策は自然が相手ですので、予防
というアプローチはなかなか難しいところがあり
ますが、生物テロですと、何かしらそれを実行す
るテロリストがおりますので、そういう人に対す
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1

る「ヒト・モノ・カネの管理」というアプローチ
が必要になってきます。感染症対策ではこういっ

て、今どういった事例があって、国内の現状と

た視点はないのですが、生物テロ対策では必要な

いった 3 点でお話をさせていただきたいと思いま

ものです。

す。

あと、感染症対策の側からいうと、非常にまれ
な感染症が起き得る、あるいは自然流行から想定

連携強化のニーズ

し得ない流行形式から始まり得るということで、
通常は考えないシナリオを前提としたプランとい

問題でしょう、という言われ方をするんですが、

うのが必要になってきます。例えば、医者は感染

感染症対策という自然発生の感染症対策の延長と

症を何か診断するときに、通常はそこに流行して

してやっているだけでは足りない部分がありま

いる可能性があるものを頭に思い浮かべるわけで

す。

すが、そういった鑑別対象となる疾患の中に、も
しそういうテロリストが持っていて人為的に散布
されて発生する可能性がある感染症があればそれ
を頭に入れておく必要があります。あと、めった
に使わない医薬品などの準備というのも考える必
要があります。
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

生物テロ対策について、よく感染症対策の応用

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

そういった問題点、どういったニーズがあっ

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

• 国内の現状

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

点ではこの公衆衛生側も同様です。

感染症対策だけでは足りない

演題 3

公衆衛生とセキュリティの連携強化に向けて

普通の感染症の流行でも変なものが起きると大

こういったヘルスとセキュリティの連携に関す

騒ぎになりますが、生物テロとなると、一段また

る問題というのは、アメリカでは 2001 年の炭疽

変わりまして、通常のアウトブレイク対応とは全

菌郵送テロ事件で最初に明確に認識されていま

く異なる状況が生まれてきます。対応する側とし

す。これ以降、FBI と CDC の連携が強化されて

ては、より早く、より信頼性が高い対応が求めら

います。最近ではつい数年前に、西アフリカでの

れます。一方で、対応には秘匿性が求められま

エボラウイルス病アウトブレイクというのがあり

す。メディアや社会心理は、全く通常の感染症と

ましたが、少々コンテクストが異なりますが、保

は異なる状況での対応が必要になってまいりま

健だけではなく、軍を含む多くの機関と連携して

す。そういった通常と異なる状況を想定する必要

感染症対応に当たらなければいけない視点という

があります。

のが出てきてます。このときは国連内部ではエボ

それから最後、通常は感染症対策は公衆衛生当
局というものの中で完結することが多いわけです

ラ緊急対応ミッションというのがつくられて、マ
ルチセクターの対応枠組みができました。

が、それが例えば、初動が医療や公衆衛生関係か
らまず一報が入るのではなく、消防が最初に現場

連携強化の取組み事例

に駆けつけるような状況から始まるかもしれない

具体的に連携強化の取り組みとして、これまで

し、あるいは警察等の捜査での連携が必要、と

どういうことが行われてきたかというところです

いった場面も出てくるでしょう。そういった多機

が、こちらは第 1 回研究会でもお話をした枠組み

関連携というのも想定しないといけなくなってき

です。

ます。
その中で、特に必要な部分の一つが「インテリ
ジェンスとの連携」です。公衆衛生側が、非常に

バイオセキュリティのグローバルランドスケープ
齋藤智也. バイオセキュリティのランドスケープ：
公衆衛生と安全保障の視点から.
軍縮研究: Disarmament Review. 2016; 7(7) :28-38.

まれな感染症や、自然流行から想定し得ない流行

GHSI

形式を想定して備えなければいけない、というと
きに、テロリストが何を考えている可能性がある
か、という情報が少しでもないと、準備が進めら

（保健省等）

治安
(警察・公安）

BTWC

国家防衛 キ
（防衛省）

原因を問わない感染症
対応キャパシティ形成

GHSA
積極的平和主義

ヘルス
セキュリティ
(⼈間の安全保障)

面が加わってくると、これの調査の連携というも
常に重要と考えられます。

GP

公衆衛生

染源とか感染ルートの調査に、犯罪捜査という局
のが必要になってきます。これら 2 点の協力が非

⽣物兵器への
対処上のニーズ

人為的な
感染症脅威

セ

れない部分があります。
それから対応の部分では、感染症対応として感

脅威・リスク分析、
司法との連携へのニーズ

外交
開発援助

ュ
リ
テ
ィ

（外務省等）
自然発生的な
感染症脅威4
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公衆衛生側の取り組みとセキュリティといいま
しても幾つかスペクトラムがあって、治安という
国内治安、あと国外的な国家防衛という話と、あ
と外務省が行う外交や開発援助が関わる、いわゆ

Health & Securityの問題認識

る人間の安全保障というような観点でのセキュリ
ティ、という幅広い解釈があると思いますが、双

• 米国炭疽菌郵送テロ事件 (2001)

方からお互い求め合う状況がある、という話をし

• 捜査との連携
• FBIとCDCの連携が強化される

ました。

Collaboration between Public Health and Law Enforcement :
New Paradigms and Partnerships for Bioterrorism Planning and Response.
Collaboration between Public Health and Law Enforcement: The Constitutional Challenge.
Emerging Infectious Diseases 2002 8(10)

• ⻄アフリカでのエボラウイルス病
アウトブレイク（2014)

• 軍等との多機関連携の進展
• 国連エボラ緊急対応ミッションの創設
(UN Mission for Ebola Emergency Response; UNMEER)

2018.07.25 | 第4回バイオセキュリティ研究会| 公衆衛生とｾｷｭﾘﾃｨ

22

第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録

3

主

• 世界健康安全保障イニシアチブ(GHSI)

Health & Securityの問題認識

• 健康危機に対するG7+メキシコ＋EC保健担当閣僚級会合
• 2017年会合のテーマ「ヘルスとセキュリティの連携」

連携強化の取組み事例(3)

• 英国Wilton Park「意図的な生物剤散布への対処」
• 関係機関の役割に関する検討
(2017年9月）

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

• 米国

• CDC-FBI合同捜査ワークショップ

• WHO

• 合同外部評価（JEE)における評価項目

5
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近年、会議などでもこういった連携強化を促す
ような取組みがいろいろ出てきています。例えば
世界健康安全保障イニシアチブ、GHSI という健
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7

今日、具体的にお話ししたい事例が二つありま

僚級会合があります。2017 年の閣僚級会合での

す。アメリカで取り組まれている CDC と FBI の

テーマがこのヘルスとセキュリティの連携という

合同捜査ワークショップと、世界保健機関で行わ

テーマで、簡単な机上演習が行われました。昨

れている合同外部評価という取り組みのお話をさ

年、英国の Wilton Park という機関で行われた会

せていただきます。

議は、意図的な生物剤散布への対処を行う際に、
生物兵器禁止条約の枠組みの下で防護支援をする
どのように動くのか、という枠組みについて議論
する会議がありました。

事象発生
の確認

Joint Criminal-Epidemiological Investigations Workshop

•2001年炭疽菌郵送テロ事件を教訓に、2003
年から連携開始
•2008年に公衆衛生機関と法執⾏機関が締結
するMOUのモデルを示し、全米でワーク
ショップの提供を開始。

生物兵器によるテロ攻撃への対応と国際機関の役割

脅威
分析

米国CDC・FBI合同捜査ワークショップ

難民キャンプ
管理

IOM:国際移住機関
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早期警戒

事象の通報

公衆衛生 資金動員
医療支援

Joint Criminal － Epidemiological Investigation

支援必要性の評価

Workshop というのは、2001 年の炭疽菌郵送テロ

防護資材と
除染
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8

米国 CDC と FBI の合同捜査ワークショップ、

救助と支援の調整

事件を教訓にして、2003 年から両者の連携が開
6

始 し て い ま す。2008 年 に、 連 邦 機 関 の CDC、
FBI が、州とかそれ以下のローカルレベルの公衆

あるわけですが、そのそれぞれの役割についても

衛生機関と法執行機関が覚書などを締結をして、

検討が行われており、その事例の一つとして、オ

協力できる体制をつくるべく活動をしています。

フィス・オブ・カウンターテロリズムによって整

まずは問題認識、そして実際にどう協働して動く

理されたのがこの絵です。生物兵器への対応につ

か、というのをトレーニングするワークショップ

いて、初動から後始末という時系列で関係機関の

を全米で進めています。

守備範囲を整理した図がつくられた事例がありま
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

国連のような国際機関にもいろいろ関係機関が

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

国境での支援

封じ込めへの助言

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

際に、どういった関係機関がどういう調整の下に

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

康危機に対する G7・メキシコ・EC の保健担当閣

捜査

拶

イメージの整理はついているということです。

挨

ピングをするというのが第一歩であり、ここまで

者

連携強化の取組み事例(1)

す。連携のための第一歩はステークホルダーマッ

宰

Health & Securityの問題認識

演題 3

公衆衛生とセキュリティの連携強化に向けて

ワークショップの構成（１日目）講義と小グループでの机上演習を実施

（参考資料）合同捜査ハンドブック（FBIのHP上に公開）

内容

Day 1
7:00 - 8:00

Registration

8:00 - 8:25

Welcome Remarks

8:25 - 8:35

Review of Workshop Agenda, Objectives, and Exercise

8:35 - 9:05

The Biological Threat (FBI & CDC)

9:05 - 9:25

Bio Agents & Toxins Familiarization (FBI & CDC)

9:25 - 9:35

Break

9:35 - 10:30 FBI Role in Bioterrorism Event (FBI WMD Coordinator)


FBI’s Threat Credibility Evaluation (TCE) Video

10:30 11:00

Bioterrorism and Public Health (CDC)

11:00 12:00

Exercise (Breakout Groups)

12:00 - 1:00 Lunch
1:00 - 2:15

Public Health 101 (CDC) * Occurs simultaneously with LE 101

2:15 - 2:25

Break

2:25 - 3:00

State/Local Public Health Presentation

3:00 - 4:30

Exercise: JTTF and Information Sharing (Breakout
Groups)

Law Enforcement 101 (FBI) * Occurs simultaneously with PH 101

公衆衛生、法執⾏機関それぞれの対応⼿順、共同調査（捜査）
を⾏う際の標準的な⼿順・質問内容、根拠法などがまとめられている。
https://www.fbi.gov/file-repository/criminal-and-epidemiological-investigationhandbook.pdf

9

合同捜査ハンドブックというものが作成されて
おり、オンライン上でも公開されています。生物

Day 2
Joint Investigation Protocols (FBI &
CDC)

8:20 - 9:00

Joint Interview Best Practices (FBI &
CDC)

9:00 - 9:50

Exercise: Table Top (Breakout Groups)

はどういった手順で行うのかといったものがまと

9:50 - 10:00

Break

10:00 - 12:00

Exercise: Table Top - Continued
(Breakout Groups)

められたハンドブックが提供されています。

12:00 - 1:00
1:00 - 2:00

Lunch
Case Studies & Lessons Learned (CDC
& FBI)

2:00 - 2:10
2:10 - 3:30

Break
Exercise: Mock Joint Patient Interviews
(Breakout Groups)

3:30 - 4:00

Wrap-Up & Key Takeaways

テロのようなものが発生したときに、公衆衛生側
の基本的な対応手順とか、共同捜査を行うときに

ワークショップ概要（オンライン上に公開）

FBIの役割、組織構造、関連法規、テロの可能性を
評価するThreat Credibility Evaluation (TCE、技術
的実現可能性、敵対的意図、運⽤上の現実性から評
価）のプロセスなどを解説。
バイオテロに対する公衆衛⽣対応として、サーベイ
ランス、ラボネットワーク、疫学調査などのプロセ
スを解説。
班に分かれて⾃⼰紹介ゲームでアイスブレーキング。

公衆衛⽣側に、法執⾏機関の組織構造、Joint
Terrorism Task Force、捜査のプロセス、証拠の種
類、Chain of custody、関連法規を解説。
法執⾏機関側に、公衆衛⽣対応の基本プロセス、専
⾨⽤語、疫学調査プロセスを解説
ワシントン州公衆衛⽣当局の組織構造、関連する州
法、標準的対応⼿順を紹介。
グループ内で公衆衛⽣関係者と法執⾏機関担当者に
分かれて、情報共有の机上訓練。
11

ワークショップの構成（２日目）
8:00 - 8:20

はどういう対応をするか、法執行機関の犯罪捜査

（共通理解の⼟台として）⽣物テロとその脅威の状
況、微⽣物や毒素についての基本的な講義



FBI’s “The Eighth Patient” Joint Interview Video

共同調査・捜査の利点、公衆衛⽣と法執⾏機
関で結ぶべきMOUのテンプレート、情報共有
の双⽅の契機となるもの、共同インタビュー、
トレーニングの⽬的等を解説。
共同インタビューについて、⼼構えや質問の
内容や構成、それぞれの機関の質問内容や⽅
法の違い等を解説。
共同インタビューの質問項⽬を準備

これまでの共同インタビューの事例を解説。

法執⾏機関と公衆衛⽣の組み合わせでチーム
を組み、患者に模擬インタビューを実施
まとめ

12

このプログラムがどういうものかというと、最
初の講義では、それぞれ生物学的な脅威とはどん
なものか、微生物とは、毒素とは何かというよう
な基本的な知識の講義があります。つづいて、
FBI はこういう役割でこういう動きをしていま
す、公衆衛生側はサーベイランスとかラボでの診
10

断とか、疫学調査というのはこういうプロセスで

ワークショップは 2 日間行いますが、これは全

やります、という講義をお互い行います。そして

米で展開しており、私も 2 年前に一度参加させて

演習を行います。講師も CDC、FBI からそれぞ

いただきました。

れ来ますし、参加者もローカルの公衆衛生機関と
警察からそれぞれ参加をするという形式になって
い ま す。2 日 目 も ま た 共 同 捜 査、 共 同 イ ン タ
ビューを実際にやってみるという演習です。

24
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主

• いつ、誰に連絡を取るべきかを知る
• MOUあるいは協働プロトコルを作成する
• 地元で訓練をする

ら出せない、ということで、なかなか欲しい情報
を相手側が出してこなかったりするわけですが、
情報交換を進めるうちに、リンクする事象が少し
ずつ出てくると、相手にどういう情報をどう伝え
たらいいのかというのが少しずつ分かってきま
す。

13
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机上演習は、警察関係の人、日本でいう保健所
関係の人からそれぞれ構成される 20 人ぐらいの

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

• 法執⾏機関と公衆衛生機関担当者からなる17~18人の４
グループに分かれる。
• それぞれ、２名のファシリテータ(同様に法執⾏機関と公
衆衛生機関から一人ずつ）がつく
• 架空の”Gotham City”の担当者として机上演習を⾏う。
• 法執⾏機関と公衆衛生機関の情報共有訓練、模擬協働イ
ンタビュー訓練を⾏う。
• Take Home Message

拶

という訓練です。必要ないだろう、とか秘密だか

挨

と思うような情報をサマリーとして報告をし合う

者

机上演習

こで、これらの情報源から、お互い相手が必要だ

宰

米国CDC・FBI合同捜査ワークショップ

グループをつくり、それぞれ CDC と FBI からファ
空の町での担当者として机上演習を行います。最
終的には MOU とか協働プロトコルをつくって、
地元で訓練をするというところまでいってもらい
たいという意図ではあるんですが、その動機付け
をするようなワークショップになっています。
【机上演習例①】

もう一つの訓練は、共同インタビューの訓練で

情報共有訓練

す。これはいわゆる食中毒のような事件が発生し

公衆衛生用
食中毒事件の報告
救急外来サーベイランス
報告疾患
入院疾患
の計４つのレポート

て、どうもその患者の中に怪しい人物が紛れてい
るらしい、という設定です。その患者さんのとこ
ろに、感染源とか原因は何かという保健所の聞き
取り調査の人も来るのですが、そこに FBI の人も

インテリジェンスやFBIからの情報提供
「男性２名の原因不明の死体がクルーズ船で発⾒」
「男性２名がどこかのスポーツアリーナで攻撃を企図」
など

す。保健所は、きのう何食べたのかとか、そうい
う普通の質問をしますが、法執行機関の人は、こ
んな怪しい人を見なかったかとか、そういう質問

公衆衛⽣
14

を一緒に進めていきます。できるだけ早期から、

情報共有訓練では、最初は警察側の人と公衆衛

早い段階から一緒に情報を集めることで、効率的

生側の人が二グループ別々に分かれて、それぞれ

に情報を集めることができる、ということを認識

に情報提供されます。警察側の方はその日のイン

できる訓練です。

テリジェンスレポートを渡されます。どこで原因

演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

不明の死体が発見されたとか、どこのスポーツア

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

法執⾏機関（FBI、警察、保安官）と公衆衛生（CDC、州保
健部門、病院）などの参加者が別々のシナリオを付与され、
相⼿が必要と思う情報をまとめてブリーフィングする。
法執⾏機関側のシナリオには機密情報もあり、公衆衛生側に
は共有されない情報もある。
両機関の情報共有の難しさを疑似体験できる。

来て、患者さんに一緒に話を聞くというもので

法執⾏機関

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

Law Enforcement用

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

シリテーターがそれぞれのテーブルに付いて、架

リーナでこんな攻撃を企図しているという情報が
あるというような情報が渡されます。公衆衛生側
は普段やっているようなサーベイランスのレポー
ト、食中毒は何件とか救急外来に今日はこれくら
い入っていますとか、そういったレポートを渡さ
れて、両セクターの情報共有会議をやります。そ
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 3

公衆衛生とセキュリティの連携強化に向けて

した。それではだめなので、外部からきちんと評
価するような枠組みをつくろうということで、そ

共同演習の教訓

の評価ツールがつくられました。これを利用し
て、外部から専門家が一緒に来て、当該国をこの

•どのような情報を有しているか

ツールに基づいて評価するという仕組みが JEE

•事前の情報共有の必要性

• 事前の情報共有があれば気づけたであろう事象が
あることに双方が気づく

•どのような情報提供があれば有用か

国が実施しております。その評価項目の中に一
つ、公衆衛生当局と治安当局の連携という項目が

•どのような情報は提供できないか
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と呼ばれるものです。2016 年開始し、既に 80 カ

あります。
16

これらの演習を通じて、どのような情報をお互
い有しているのかとか、どういう情報があるとお
互い有用なのかというのに気付き、一方でどうい

合同外部評価(JEE)の評価項目
4領域 19技術分野 48評価指標
予防

対応

検知

その他のIHR対象ハザードと⼊域地点

P1. 国内の法令、政策および資⾦
P2. IHRの調整、連絡およびアドボカシ―
P3. 薬剤耐性(AMR)*
P4. 動物由来感染症*
P5. ⾷品安全
P6. ﾊﾞｲｵｾｰﾌﾃｨとﾊﾞｲｵｾｷｭﾘﾃｨ*
P7. 予防接種*

う情報は提供できないのかということについても
気付くことができます。

D1. 国内検査システム*
D2. リアルタイム・サーベイランス*
D3. 報告*
D4. 要員育成*

WHO による合同外部評価

R1. 準備態勢
R2. 緊急時対応活動*
R3. 公衆衛⽣当局と治安当局の連携*
R4. 対抗医薬品と要員展開*
R5. リスクコミュニケーション

PoE. ⼊域地点
CE. 化学物質に関する事象
RE. 核・放射線源に関する緊急事態

*はGHSAのアクションパッケージに含まれている項⽬

IHRコアキャパシティに関する合同外部評価
(Joint External Evaluation; JEE)

ここでは、公衆衛生当局がその他の関係機関、
どを念頭に置いた連携ができているのか、という

健康危機を検知し、迅速に対応する基本的能⼒

• 各国のコアキャパシティ形成を強化するため、新たに
モニタリングと評価の枠組みを策定
•

19

特にこういった治安当局と連携して、生物テロな

• 国際保健規則（IHR）で求められるコア・キャパシティ
•
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評価項目が入っております。

これまでの⾃己評価から外部評価を加えたアプローチへ転換

• 予防(Prevent)、検知（Detect)、対応(Respond)、
その他IHR関係ハザードと入国地点(Other IHR-related
hazards and PoEs) の大項目で構成。
各小項目を５点満点で評価

JEEの実施状況 (2018年7月現在)

• 2016年に開始。すでに80カ国近くが実施済み。

先進国
2018.07.25 | 第4回バイオセキュリティ研究会| 公衆衛生とｾｷｭﾘﾃｨ
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WHO による合同外部評価とは、国際保健規則
で求められる、健康危機に対する各国のコアキャ
パシティを評価する、というものです。健康危機
といっても感染症が実際にはほとんどですが、そ
れ以外、化学物質によるものでも、放射性物質に
よるものでもいいのですが、何か変なことが起き

• 北米

• 米国
• カナダ

• 欧州

• フィンランド
• ベルギー
• スイス

• ⻄太平洋
•
•
•
•

韓国
オーストラリア
日本
シンガポール

2016年6月
2018年6月
2017年3月
2017年6月
2017年11月
2017年8月
2017年11月
2018年2月
2018年4月
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https://extranet.who.int/sph/jee-dashboard
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ていることを検知して、迅速に対応する能力を各

ほとんど途上国向けではあるので、途上国で実

国持つようにというのが国際保健規則というもの

施した国が多いのですが、先進国もここにあるよ

で決められています。そのコア・キャパシティと

うな国が実施しており、日本も今年の 2 月にこれ

いうのを各国構築することになっていますが、こ

を実施しました。

れまでは各国に自己評価をさせていたのですが、
自己評価だとみんなお手盛りのいい点数を付けて
きて、実態がよくわからないという問題がありま

26

第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録

主
宰

JEE Japan Mission 2018

Feb. 25

外部評価団オリエンテーション

Feb.26

開会式
技術分野レビューセッション

Feb.27

スコア

評価指標：公衆衛⽣当局とセキュリティ当局を連携する
公衆衛⽣当局とセキュリティ当局（法執⾏機関、国境管理、税関等）
が、疑いあるいは確認された⽣物剤による事件で連携している

Opening Ceremony

対応能⼒
無し:1

公衆衛⽣、動物衛⽣とセキュリティ当局間に
法的根拠、関係、プロトコル、覚書その他の協定が存在しない

視察

限定された
対応能⼒：2

公衆衛⽣、動物衛⽣とセキュリティ当局間に
通報や情報共有の窓⼝や要件が定められ共有されている

技術分野レビューセッション

開発中の
対応能⼒:3

国内の公衆衛⽣とセキュリティ当局間で
覚書やその他協定（プロトコル）が存在し公認されている

⽴証された
対応能⼒:4

前年度に公式の覚書や協定（例：プロトコル）を使⽤した、セキュリティとの
情報共有を含む公衆衛⽣危機対応または演習が最低１回⾏われている。

持続可能な
対応能⼒:5

公式の覚書や協定（例：プロトコル）を使⽤し、国家レベル、中間レベル、地域
レベルで共通する懸念に関する報告や情報の交換を公衆衛⽣とセキュリティ当局
で⾏なっている；公衆衛⽣とセキュリティ当局が覚書やその他の協定の知識を適
応させ、演習を⾏い、慣⾏化している。

Technical Area Review
Mar. 1

技術分野レビューセッション

Mar. 2

レビュー結果報告
閉会式

Site Visit
21
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公衆衛生当局と治安当局の連携については、公

た。10 人ぐらいの専門家が世界各国から集まり、

衆衛生、動物衛生とセキュリティ当局間に法的根

1 週間かけて評価を行いました。実質 5 日間です

拠、関係、プロトコル、覚書、その他の協定があ

が、途中、関係機関の視察を交えて、ほぼ丸 3 日

るかが一つポイントになっています。全くないと

間、この 1 時間のセッションを何回も繰り返す、

1 点。何かしら窓口が決まっているとか通報の要

質疑応答を繰り返すセッションを行い、評価を受

件が定められていれば 2 点。さらにそこに覚書と

けました。

かプロトコルとか文書があると 3 点。さらに演習
を行なっていると 4 点、5 点になるとその演習が

日本の評価結果
予防
Technical areas
legislation, policy

4

and financing
5

National
laboratory
system

communication
5
5
4
5
5
Food safety

5

Biosafety and

5

biosecurity

4

Immunization

5
5
3

5
5

Preparedness
Emergency
response
operations

5
4
5
4

なく、地域レベルとかでもきちんとやっている、
5
5
5

5

health and

4

security

5

authorities

4

Medical

5

5

countermeasures

4

4

and personnel

ということになると 5 点という評価です。

4

emergencies

Linking public

development

5

Radiation

5

Workforce

Chemical events

5

5

5

surveillance

Reporting

Points of entry

5

Real-time

5
4

Zoonotic diseases

5

5

and advocacy

resistance

その他事象

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

5

Antimicrobial

対応

Score

National

IHR coordination,

定期的に行われている。そして、国レベルだけで

検知

4

JEE Japan Mission 2018

R3 公衆衛生当局と治安当局の連携

deployment
3
Risk
communication

4
4
3
3

全体評価です。5 段階で 1 点だと赤、2 点、3 点
だと黄色になります。日本はほとんど 4 点、5 点
ティの連携というところは 4 点という評価になっ
ていました。

厚労科研特別研究「IHRに基づくJEEに向けた実施体制と評価手法に関する研究」報告書より
2018.07.25 | 第4回バイオセキュリティ研究会| 公衆衛生とｾｷｭﾘﾃｨ

24

日本は、評価としては 4 点でした。この評価に
加えて、提言が加わります。二つあり、一つは、
ことを検討すること、もう一つは、厚労省は機密
情報の定期的な受領者となり、政府の情報ブリー
フィング文書に貢献できるよう機密情報の情報共
有メカニズムを検討すべき、という提言がありま
した。
アメリカやイギリスとかドイツでは、いわゆる
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録

27

演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

治安当局と厚労省との連絡や情報交換を強化する

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

22

で緑色ですが、その中でこの公衆衛生とセキュリ

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

日本では、今年の 2 月の最終週に行われまし

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

Feb.28

R3 公衆衛生当局と治安当局の連携

拶

イベント

挨

日時

者

JEE Japan Mission 2018

スケジュール概要

演題 3

公衆衛生とセキュリティの連携強化に向けて

公衆衛生関係の人間にもセキュリティ・クリアラ
ンスというのがあって、機密情報にアクセスでき
る人がいて、テロなどの情報なども情報共有して
いる人がいます。そのような枠組みを構築して連
携する必要があるのではないか、という提言を受
けました。

国内の現状 (2)
•NBCテロ対策の役割分担
NBCテロ対策関係省庁役割分担表
ＮＢＣテロその他大量殺傷型テロへの対処について
平成１３年４月１６日
内閣危機管理監決裁
ＮＢＣテロ対策会議
平成１３年５月２８日一部改正

公衆衛生とセキュリティの連携：国内の現状

生物テロ対策における多機関連携

27

平成 13 年のものですが、NBC テロ対策の関係

• 公衆衛生部局（厚労省）と
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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農⽔省（動物感染症）
⽂科省（研究開発等）
経産省（輸出管理）
法務省（⼊国管理）
外務省（軍縮、在留邦⼈保護、国際協⼒）
危機管理部局 （新型インフル対策等）
消防 （患者搬送、国⺠保護）
防衛省（国家防衛、国⺠保護）
警察 （患者搬送・検体搬送・犯罪捜査）
インテリジェンス（警察・外務・防衛）
（生物テロの蓋然性）

省庁役割分担として、この表に示されたような分
担の枠組みが定まってはいるところです。
公衆衛生とセキュリティの連携

枠組みはある？
•官邸レベル
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生物テロ対策では日本でもいろいろな関係部局
が出てきます。いわゆるセキュリティ部局と言わ
れるところが太字になっています。

国内の現状 (1)

•NBCテロ等現地関係機関連携モデル
•国⺠保護訓練

• 生物テロ訓練に警察も保健所等も参加
• 警察・保健所などの連携や情報共有を
具体的に狙った直接的な訓練・検証なし
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NBC テロ等、現地関係機関モデルというのも

•多機関連携

あり、ここでは原因物質の特定における連携モデ

• 政府の危機管理（内閣官房）
• 国⺠保護法
• 新型インフルエンザ特別対策特別措置法

ルを例にしていますが、その中で警察とか保健所
とか地方衛生研究所、研究機関、医療機関という
のもこの枠組みの中に入っています。

•警察 ☓ 厚労省

• 感染症法に基づく病原体管理
（ラボ・バイオセキュリティ）
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• 内閣官房の調整に基づく危機管理

公衆衛生とセキュリティの連携
26

枠組みはある？

一応、国内で多機関連携のフレームワークはあ
るにはあって、例えば政府の危機管理であれば、
内閣官房を通じた調整枠組みがあり、感染症関係
であれば新型インフルエンザ等対策特別措置法と
いうのがあり、政府対策本部をつくって多機関連
携をする枠組みがあります。警察と厚労省の直接
的な関係としては、感染症法に基づく病原体管理
については明確に法的な連携枠組みがあります。
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そのうえで、JEE で先ほどのような指摘を受け

28

第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録

主

公衆衛生側の期待と懸念
懸念

今後の取組みに向けて

プリペアドネス（医薬品の備蓄、
訓練シナリオ等）の改善・効率化

機微情報取扱のコスト

日本で同様の問題認識はあるのか？
連携強化のニーズはあるのか？

合同
捜査
調査

「警察が捜査を始めると情報が
全く⼊らなくなる」

リスクに関する共通認識の醸成

しかし住⺠への不安に応えるためには？

聞取り・聴取の負担軽減

• 合同脅威評価

原因究明に⽀障？

警察には知られたくないこと（薬中等）

機微情報取扱のコスト

“chain of custody”の導⼊は⾮現実的
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• （定期的な）情報共有・評価

32

私は公衆衛生側の人間ですが、連携への期待も

• 合同捜査・合同聞取り調査/事情聴取
• 合同トレーニング・訓練

ありますが、懸念もあります。合同脅威評価を行
30
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うという意味では、事前準備を進めるうえで、医

威評価。先ほど、古川先生のお話にありましたけ

だろうという認識がありますし、そのリスクに関

れども、具体的な脅威について、例えば研究開発

して共通認識ができるというのは非常に重要なこ

等という点でもそうですし、あるいは厚労省のよ

とだと考えています。一方で、機密情報取り扱い

うな保健の方とあとセキュリティの方とで合同で

のコストというのが結構公衆衛生側には負担にな

評価をする枠組みがあるのか、必要なのか。実際

る部分もあるのかなというふうに考えています。

に合同で対応するときの枠組みはあるのかという

合同捜査という点では、事件、犯罪の可能性あり

ことです。

として、認知されて警察が捜査を始めると、公衆
衛生側は情報がまったく入らなくなって、動きが
とれなくなるという問題はよく聞くところです。
一方で実際炭疽菌テロみたいな事件が起きたら、
警察側が聞き取りにいって、さらに保健所が聞き

• 安全・安⼼サイエンス「感染症バイオテロ研究会」
2009年度テーマ「異常な感染症の発生を知る」
第３回テーマ「原因の調査」

取りにいって、いろんなところが聞き取りにいっ

2009年9月12日 ＠慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所(G-SEC)

早稲田大学社会安全政策研究所(当時)

話になってしまうリスクは、合同調査によってか
なり軽減されるだろうというところがあります。

「公衆衛生からのアプローチ
実地疫学の手法」
加來 浩器 先生

ただ、一方で警察の人が立ち会うと、原因究明の

防衛医科大学校国際感染症学講座

上で必要なことを逆に被害者の方がしゃべりにく

コーディネーター
齋藤 智也 慶應義塾大学（当時）
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ている間に患者さんはもう答えたくないみたいな

31

くなってしまうようなこともあるかもしれません。
機密情報取り扱いのコストというのはここにもか

やりましょうということになるのですが、以前、

かってきまして、いわゆる Chain of Custody を

私が慶應大学にいたころに、こういった勉強会を

守って常に検体を集めるように、と言われると、

やりまして、お互いの共通理解を深める機会をと

現場はなかなか動けなくなってくる部分があるの

いうのを検討したこともありました。

かなというふうに感じているところであります。
以上、ヘルスとセキュリティの連携ということ
で、国際的な関心と国内的な現状についてお話し
させていただきました。
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

連携強化の枠組みの第一歩は、まずは勉強会を

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

「生物テロ事案における警察の捜査」
田村 正博 先生

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

薬品の備蓄とか訓練シナリオをつくる上では必要

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

特に二つの点になるのですが、いわゆる合同脅

勉強会の事例

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

• 警察庁・都道府県警
• 厚労省・都道府県保健部局・保健所
例

拶

問題認識と期待
合同
脅威
評価

公衆衛生とセキュリティの連携

挨

いけないところです。

公衆衛生とセキュリティの連携

者

であるのか、というのは今後考えていかなければ

宰

たわけですが、この連携強化のニーズは実際国内

演題 4

生命科学のデュアルユース性―ゲノム合成など新たな技術の評価

演題 4

生命科学のデュアルユース性
―ゲノム合成など新たな技術の評価
四ノ宮 成祥
防衛医科大学校分子生体制御学講座 教授

のは、本来の使われ方、本来の目的がありまし
て、それに関しては医療であれば社会福祉の向上
でありますし、バイオ産業とかであれば産業の振
興というところにしっかりつながるということに

生命科学のデュアルユース性
- ゲノム合成など新たな技術の評価
防衛医学研究センター長
防衛医科大学校・分子生体制御学講座

四ノ宮成祥

第4回バイオセキュリティ研究会
東京都港区⻄新橋１丁⽬６番15号NS⻁ノ⾨ビル11階
AP新橋⻁ノ⾨ 会議室C+D
July 25, 2018

私が今日お話しするのは、このタイトルにあり

なります。
一方、意図的な場合もありますし、意図しない
場合もありますが、誤用、悪用、そういうものに
関して懸念が出てくるのが生物兵器の開発であっ
たり、それを利用したバイオテロであったり、あ
るいはそれらとは少し違いますが、環境破壊が起
きたりというようなことがあります。

ますように、ゲノム合成など新たな技術の評価と

このような利用の両義性というか、私たちは

いうことです。色々な広い範囲がございますが、

デュアルユースと呼んでいますけれども、これは

大半の部分はこのゲノム合成に関わる合成生物学

もとを質せば同じ技術なわけですね。同じ技術を

と呼ばれるところのデュアルユース性についてお

誰がどのように利用するかというところで大きく

話をしたいと考えています。

違ってくるということになります。
今日のお話の主題は、このデュアルユースをど

生命科学のデュアルユース性

のように扱っていくかということで、（英語で書

生命科学技術

かせてもらってすみませんが、）Dual Use Research
of Concern と言われ、よく DURC と略して使わ
れます。すなわち、デュアルユースが問題となる
ような研究領域、研究分野、そういうところを

生物兵器開発
バイオテロリズム
環境破壊

利用の両義性
（Dual use）

DURC と呼んでいます。アメリカ国内で使われて
産業振興
社会福祉向上

• Dual Use Research of Concern (DURC)
• Ethical Legal and Social Implications （ELSI）

これは今まで過去、類似の研究会等に来られた

いる DURC のより狭い定義として、「特定の微生
物を使ったある一定の範囲の研究」のみを指す場
合もありますが、今日の話では、もう少し範囲を
広げてお話ししたいと思います。

皆さんには何回かお話ししたことはあると思いま

それ以外に倫理的な観点からよく使われる言葉

すけれども、生命科学のデュアルユース性の、現

として、ELSI（エルシ）という、ここ 10 年ぐら

在のところ私が個人的に使用しているデュアル

いかなり流行って使われている用語があります。

ユース性の概念です。一つは生命科学技術という

Ethical, Legal, and Social Implications の 略 で、

30
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主

ステップがなかなか難しいのですが、今どんどん

宰

とです。技術がどう使われるのかという倫理面、

技術革新が起きているところです。

者

それからもう一つは、いったん作った DNA で

のかということ、さらに、われわれ社会が受ける

す け れ ど も、 そ の ま ま 放 置 し た り、 あ る い は

恩恵とか種々の有害なことであったりとか、そう

ちょっとチューブの中に入れておくだけでも、振

いうことに関しての事項になります。

動などですぐ切れてしまいます。DNA はある一

1．合成生物学による微生物の人工合成

う性質があります。そこの部分をうまく確保する

まず、最初にこの合成生物学という領域の概念

テクノロジーが、今後発展してくるかもしれませ

と、それから微生物がどのような形で人工合成さ

んけれども、今のところ一番いいのは、やはり大

れて、何が問題になっているかということを、

腸菌の中に入れ込んで、人工染色体として生物学

ざっと復習したいと思います。

的に安定な状態に置いておくことです。そういう

人工DNA合成の流れ

いので、このサイクルを繰り返すことによって、
より長いものをしっかり作っていくことができま
す。

④人工染色体への
組み込み

② 合成DNAの
アセンブリー

③ シーケンサーによる
シークエンス確認

そういう形で、ある生命体の DNA を完全に人
工合成できるわけです。この人工合成技術でウイ
ルスを作りましたという最初のリポートが、2002
年『サイエンス』に出たポリオウイルスの完全人
工合成ということになります。

ザー（DNA 合成機）というのがありまして、そ

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

人工 DNA 合成というのは、DNA シンセサイ

感染性ポリオウイルスの完全人工合成
（2002年）

れで合成するのですが、われわれ一般の研究者
は、ここの部分はほとんど受託合成に頼っていま
す。企業に DNA シークエンスを E メールで送っ
て、それを作ってもらうという形になっていま
全体的な流れを言いますと、非常に長い DNA
を一気に作ることはなかなかできませんので、あ
今日はあまり病気のことは詳しくお話しするつ

なぐ操作が必要となります。つないでいく操作を

もりはないのですが、ポリオウイルスというの

assembly といいます。つないでいくと、どうし

は、小児麻痺と以前言われていた病気の原因ウイ

てもつなぎ目がずれることがありますので、うま

ルスです。汚い水にウイルスがいるのですが、衛

くいっているかどうかを確認しなければなりませ

生状態の改善とワクチンによってどんどん病気は

ん。そこで、シーケンサーを使ってつなぎ合わせ

なくなってきています。一方、こういうウイルス

た DNA のシークエンスを確認していくという作

を人工的に作ることができるということが示され

業を行うことになります。

たことが非常に大きな話題になりました。

一口に人工合成 DNA と言っても、色々な微生
物に関して、ゲノムの長さにまでつないで長くし
ていくことは非常に手間のかかる仕事です。この
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

る一定の長さの DNA を合成した後、それらをつ

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

す。
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演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

⑤ 次のDNA合成
サイクルへ

① DNAシンセサイザー
によるDNAの合成

安定なところに入れ込んでおくと DNA は壊れな

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

定の長さ以上になると、物理的に壊れやすいとい

拶

そしてそれをどう法的に管理できる可能性がある

挨

倫理的、法的、あるいは社会的な問題点というこ

演題 4

生命科学のデュアルユース性―ゲノム合成など新たな技術の評価

合成生物学研究は更に細菌へと…
（2008年）

出発点はわずか1ページのウイルス遺伝情報
Infectious poliovirus can be reconstructed
using this one page information

ポリオウイルスは非常に小さいので、このスラ

2008 年になりますと、マイコプラズマという

イド 1 枚、これがポリオウイルスゲノムの全シー

バクテリアの中では一番小さなものですが、それ

クエンスです。これを人工的に先頭からずっと合

の全ゲノム合成を合成生物学という完全な人工的

成していき、末尾までの合成が終了すると、これ

テクノロジーで成し遂げましたという仕事が出て

を使ってもうウイルスが作れるということになり

きたわけです。

ます。
ですから、ポリオウイルスの場合には情報量が
少ないのでわずか 1 ページですけれども、もう少

細菌ゲノム完全合成のわずか２年後には…
（2010年）

し情報量の多い微生物もありますが、どんどん技
術革新によってこういうものを作れることになる
と、今やウイルスは人工合成ができる時代に入っ
ているということになります。

前例があれば研究は更に加速

世界初
「親なし」細菌
誕生

（2003年）

そうすると、この 2008 年の段階でバクテリア
に関しても、人工的にもう全ゲノムが作れると
いった状態に技術的にクリアしたことになりま
5,386塩基対のバクテリオファージの合成を
わずか2週間で達成！

す。さらに 2 年後の 2010 年には、その人工合成し
たバクテリアのゲノム DNA 使って、今度は人工
細菌が作られることになります。これは実際に電
子顕微鏡の写真とか、培養した写真がありますけ

ポリオウイルスの合成は 2002 年の仕事だった
のですが、翌 2003 年には、φ X174 バクテリオ

れども、人工バクテリアみたいなものを作りまし
たということになっているわけです。

ファージというバクテリアに感染するウイルスで

生命を一からつくるというのは、まだなかなか

すが、それを非常に短期間で作成したという仕事

ハードルが高くて、この場合もゲノムは人工的に

が出てきます。いったん、コロンブスの卵的なあ

合成していますけれども、バクテリアの外側の殻

る仕事が出ると、そこの部分が技術的にも時間的

はやっぱり生きているバクテリアを使っているわ

にも非常に作りやすくなっていき、そういうサイ

けですね。中のゲノムだけをそっくりそのまま入

クルがどんどん回ってくるわけです。

れ替えるという形で、世界初の親なし細菌を作っ
たわけです。普通は、親が分裂して次の世代にな
るのですが、この人工バクテリアの場合には、親
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主

ンを使ってゲノムを部分的にノックアウトして

宰

ので、親はいないので、そういう意味で「親な

いって、ノックアウトしても生物として機能する

者

し」細菌というふうに書きました。親なしの細菌

かどうかということを検証することによって、生

でも、いったん出来上がってしまいますと、それ

物にとって真に必須な遺伝子と、無くても何とか

が親になってどんどん、どんどん次に分裂して、

なる遺伝子を類分けしました。そして、真に必須

次の世代にバクテリアをどんどんつくっていくと

な遺伝子だけを集めて、最小のゲノムをもったバ

いう技術になります。

クテリアを作ったということになります。

の酵母というカビの仲間にも利用されています。

スペースに別の遺伝子を入れ込む可能性を見た

こういう人工的なゲノムを作ることによって、今

り、あるいは、必要最小限の生命現象とは何だろ

まで普通の生物にはなかったシークエンスを、新

うということを調べて行くことにつながります。

たに意図的に入れることができます。

実際のミニマムバクテリアのゲノムですけれど
も、ここに書いてありますが、勿論ゲノム情報を

経路の遺伝子を入れることによって、人工的に

発現できなければなりません。それから、ゲノム

色々な薬を作ることができます。製薬業界では、

情報を維持しなければいけません。それから、細

こういうことが安価にしかも効率よくできれば、

胞膜をつくらないと生物として成り立たないです

薬をうまく作ることにもつながるので、非常に期

し、細胞の中で代謝を行わないと生物として成り

待されているテクノロジーです。一方、そういう

立たないわけです。
面白いことに、われわれが考えてすぐに分かり

性の遺伝子を入れて今まで動物にしか移らなかっ

そうなこのような生物学的な機能以外に、機能が

たものをヒトにも移るような形に変えるとか、そ

よく分からないという遺伝子が 17％もあるとい

ういうことが多分意図的に可能と考えられるとい

うことです。こういうところも生命の奥の深さを

う意味で、デュアルユース性につながっていま

表しているというか、何が生命の維持に必須なの

す。

だろうかというところにも興味が湧きます。これ

不要遺伝子を削った最小ゲノムを持つ細菌（ミニマムバクテリア）
（2016年）

は 2 年前の研究なのですが、今やこういうところ
まで技術は進んできています。そして、人工的に
色々なゲノムを合成することによって、微生物で
はありますが、新たな生命体を作っていくという
になります。

機能不明
ゲノム情報の発現

細胞質代謝

そういうことをバックグラウンドとして踏まえ
て、それではわれわれがその両面性（デュアル

細胞膜

ユース性）を今後どのように評価していかなけれ
ゲノム情報の
維持

こういう技術ですが、一方では、あるバクテリ

ばならないのかというところに、まさに直面して
いるという現状になっています。

演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

アがどのぐらいまで遺伝子をそぎ落としても、生

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

技術が、今かなり確立をしてきているということ

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

ところに色々な病原性の遺伝子を入れたり、感染

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

この技術を利用し、微生物に新たに色々な代謝

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

こういうことをすることによって、空いている

拶

こういう技術はすでに、もう少し大きなサイズ

挨

はいません。ゲノムは人工的に合成されています

物学的にバクテリアとして成り立つかということ
を、クレイグ・ベンターらが実験しています。そ
れを、2016 年にミニマムバクテリアという形で
論文に示しています。
これは正確に言うと、一から全部ゲノムを合成
したということではないのですが、トランスポゾ
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 4

生命科学のデュアルユース性―ゲノム合成など新たな技術の評価

2．逆遺伝学手法による感染性インフルエンザウ
イルスの人工合成

めのプラスミドを 4 個作ります。併せて 12 個にな
り非常に多いのですけれども、この 12 個を全部

スペイン風邪ウイルスの人工合成
（2005年）

細胞の中に入れ込むことができれば、細胞にイン
フルエンザウイルスが感染したのと同じような状
況をつくれます。そこからは、自動的に細胞の中
で遺伝情報が働いて、ウイルスができるというテ
クニックです。

逆遺伝学的手法（遺伝子情報からウイルスを作る）
① ウイルスプラスミド
（遺伝子の1セット）

② 培養細胞へ導入

③ 感染性インフルエンザ
ウイルス

東大医科研の河岡さんたちが色々と工夫をし
て、このテクノロジーを開発することによって、
インフルエンザウイルスをゲノム情報から作れる
ようになりました。インフルエンザの種々のゲノ
ム情報を操作したければ、このプラスミドレベル

それからもう一つは、インフルエンザを中心と
した研究です。これはゲノムを全部一から合成し

で遺伝情報を操作すると新しいウイルスが作れる
ということになるわけです。

ているわけではなく、ある程度出来上がったもの

スペイン風邪ウイルス人工合成の場合にはどう

を遺伝子組換え手法によって操作しています。ゲ

したかというと、実はこのインフルエンザが流行

ノムを出発点にしてインフルエンザウイルスを

した 1918 年は大正 7 年に当たります。この時代

作っているということで、逆遺伝学的手法と呼ば

は、インフルエンザという病気がインフルエンザ

れています。英語では、リバースジェネティクス

ウイルスで起きるということが知られていなかっ

と言います。

た時代です。インフルエンザの原因がインフルエ

このテクニックを使って、それでは何ができる
かということです。これも論文ベースであまり細

ンザウイルスであるというのが分かったのが、
1930 年代になってからです。

かいところはお話しできないので申し訳ありませ

そうすると、インフルエンザのそもそもの原因

んが、もう 10 年以上前になりますが、2005 年に

が分からなかった時代には、勿論インフルエンザ

スペイン風邪ウイルスの完全人工合成をしたとい

ウイルスの分離なんてしていないわけですから、

う仕事が出ています。

このスペイン風邪ウイルスなど誰も持っていない

このインフルエンザウイルスはどのように作る

わけです。どの研究室も持っていない。

かといいますと、逆遺伝学的手法と言いました

では、それをどうやって作るのかということで

が、インフルエンザウイルスは RNA ウイルスで

すが、当時このスペイン風邪ウイルスに感染して

すが、1 個の遺伝情報として存在しているわけで

亡くなった患者さんの病理検体から丹念に RNA

はなくて、8 個の別々の遺伝情報が寄り集まった

のシークエンスをして、その遺伝情報を全部つな

形になっています。その 8 個の遺伝情報を、この

ぎ合わせて、それを合成するというようなことを

逆遺伝学的手法では、プラスミドという形で作っ

やっています。

ています。

あるいは、一部は既存の RNA のウイルスの情

ですから、遺伝情報のプラスミドは 8 個ありま

報がありますから、そこの部分を利用して、足り

す。このスライドでは少し小さくて見えにくいと

ない部分を補足するというようなことを非常に根

思いますが、紫色で示した丸いプラスミドが 6

気強くやった結果として、こういうウイルスが作

個、緑色で示したプラスミドが 2 個あって、この

成できているということになります。

6 個と 2 個を合わせた 8 個がインフルエンザウイ
ルスとして必要なゲノム情報全部になります。

ちなみに、インフルエンザウイルスは RNA ウ
イルスなので、もともとのゲノム情報は RNA な

ただ、それだけを作ってもウイルスはできない

のですが、こういう実験を実際に行うときには

ので、その遺伝情報を発現するために起動するた

DNA に置き換えています。DNA は RNA に比べ
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主

は、生きた鳥を購入して、家に持ち帰って、捌い

宰

いということもあって、テクニカルには DNA か

て食べるという文化です。鳥に濃厚に接触する可

者

ら始まって、RNA ウイルスを作るということを

能性があって、たまたまその鳥がインフルエンザ

しています。

に感染しているとヒトにも移るという事例が出て

イン風邪ウイルスが合成されています。実際には

的に移るだけであって、そのウイルスに感染した

1918 年の古いウイルスなのですが、どの研究室

患者さんから別の人に移るという事例はまだ出て

も持っていなかったそういう新しいウイルスを作

いません。

ることができる時代に突入したということになり
ます。

そういうことで、高病原性鳥インフルエンザが
ヒトに感染した事例で、ヒトからウイルスを分離
しますと、鳥だけに感染しているウイルスとはや

それからしばらく時間がたって、新聞を賑わせ
たので、皆さんの中にも少し覚えていらっしゃる

やシークエンスが変わっていまして、ヒトに少し
馴染んだウイルスになっているわけです。
ですから、その違いを種々の感染事例から調べ

やら新しいインフルエンザウイルスが作られたら

ると、共通に変異している部分というのが分かっ

しいということが話題になりました。このことに

てきて、ウイルスのそういう部分に意図的に変異

関して、論文の審査の途上において、そのまま論

を入れます。そうすると、これが実験の出発点に

文を出版してよいかどうかということが非常に大

なりますが、少しだけヒトに感染しやすいウイル

きな問題になりました。

スに変わったということになります。

フェレットに飛沫感染するH5N1高病原性
鳥インフルエンザウイルスの作成 (1)

ウイルスに意図的
変異を入れる
Induction of mutation

鼻甲介をすりつぶして接種
Nose to nose infection

くしゃみによる鼻水を接種
Infection by sneeze

飛沫感染能を獲得
したウイルスは
特定部位に変異
Specific 5 mutations

物モデルであるフェレットに感染をさせます。最
初は鼻に直接注射をして感染させます。そして、
しばらく経ったらそのフェレットから、鼻甲介と
いう鼻の組織を取り出してそれを磨り潰すわけで
す。そうすると、そこにインフルエンザウイルス
がいるので、その磨り潰したインフルエンザウイ
ルス液をまた次の動物に接種するということを行

Gain of function (GOF) research （ウイルスの病原機能を増強する研究）

結局は、論文は 2012 年に出版されたのですが、
そのうちの 1 つはオランダのロン・フーシェたち

います。これを、5 代くらい繰り返します。そう
すると、自動的に動物の中で変異が起きて、より
この動物に馴染んだウイルスへと、ウイルスの遺
伝子が変異をしていきます。
5 代継代した後に、今度は、鼻をコチョコチョ

ルエンザは、本来は鳥にしか感染しないウイルス

とくすぐって、くしゃみをさせて、くしゃみの水

ですが、中の遺伝子を操作することによって、別

しぶきから採ったウイルスを、別の動物の鼻にま

の生物、この場合にはフェレットという哺乳動物

た感染させるという感染サイクルを行います。そ

にも移るように遺伝子を変えたという仕事なわけ

れまでは鼻に直接注射しなければならなかったの

です。

ですが、今度はくしゃみで鼻汁が飛び散った状態

これには前振りがありまして、鳥インフルエン

を模擬して、これを 5 代くらい繰り返します。そ

ザと言いながら、中国、東南アジア、エジプト等

うすると、非常に動物に馴染んでくる。それから

ではヒトへの感染事例が出ています。これらの

感染経路も、無理やりに注射するのではないの

国々は生きた鳥を売買している地域です。冷蔵庫

で、飛沫（ひまつ）的な感染経路に変わってくる

などの保管設備があまり発達していない地域で

ということになります。
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

のグループが行ったものです。高病原性鳥インフ

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

本来、鳥から鳥にしか感染しなかったウイルスを、哺乳類に空気感染するよう遺伝子操作

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

（2012年）

この少しだけヒトに感染しやすいウイルスを動

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

方もいるかと思いますが、2011 年の秋口にどう

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

います。ただし、それは非常に濃厚な接触で偶発

拶

このようなことで、2005 年には、新しいスペ

挨

て分解される可能性が低く、非常に取り扱いやす

演題 4

生命科学のデュアルユース性―ゲノム合成など新たな技術の評価

そして、最終的に出来上がったウイルスです

フェレットに飛沫感染するH5N1高病原性
鳥インフルエンザウイルスの作成 (2)

が、これを見ると特定の場所、4 カ所とか、5 カ
所とかにだけ、特定の変異が入っていることが分

（2012年）

かります。そもそも鳥に感染するウイルスだった
ものが、哺乳類に感染するウイルスに変わる大き
なシークエンスの違いがこれですよ、ということ
を示したのが、このロン・フーシェたちの仕事で
す。
これが非常に論議を呼んだのは、この実験結果

遺伝子分節の再集合を利用したH5 HA/H1N1インフルエンザウイルス

からすると、遺伝子変異の部分が少なく、特定の

フェレットに飛沫感染する

所に特定の遺伝子変異を入れると、フェレットに

ロン・フーシェたちの仕事とほぼ同時期に、河

感染できるようになるということです。フェレッ

岡さんたちのグループも類似の研究をしていまし

トという動物がヒトのインフルエンザのモデルと

た。高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する

して非常によく使われているということもあっ

ようになった場合に、どの場所の遺伝子変異が必

て、このウイルスはヒトに感染する可能性がある

要なのかという仕事です。これも同じく、フェ

のではないか、ということが大きな問題となりま

レットに感染するウイルスを作りました。河岡さ

した。

んたちは、ロン・フーシェたちのアプローチとは

勿論、こういう研究は非常にバイオセーフティ

違い、H5N1 高病原性鳥インフルエンザをそのま

レベルの高いところでしっかり管理されていま

ま使うのではなく、先ほど言いましたようにイン

す。ウイルスが漏れない限り、実際には問題には

フルエンザウイルスは 8 個の遺伝子分節から成っ

ならないのですけれども、過去の事例を見てもお

ているので、その遺伝子分節の一部だけを、高病

分かりのように、偶発的に漏れて事故を起こして

原性鳥インフルエンザの遺伝子分節と入れ替えま

いる場合もありますし、炭疽菌郵送テロのよう

した。残りは普通にヒトに感染する H1N1 という

に、自分の研究環境に不満がある人が急に行動を

季節型のインフルエンザウイルスを使って、感染

変えて、インサイダー犯行としてテロ的な行為に

に関与する HA 遺伝子だけを変えるというテク

走るということもあります。そのようなところも

ニックです。

合わせてリスクと捉えて問題視されたわけです。

テクニカルに考えると、1 枚前のスライドでロ

実際に、このテクノロジーは論文として一般に公

ン・フーシェたちが行った仕事よりも、病原性的

表されていますので、われわれがやろうと思えば

にはやや安全であるというイメージをわれわれ研

後追いで研究できることになります。

究者は持つわけです。そのような研究手法で行っ

こ の 類 の 研 究 を わ れ わ れ は Gain-of-Function

ています。

Research（ウイルスの機能を強化する研究）と

しかし、いずれにしても、フェレットに飛沫感

呼んでいます。インフルエンザウイルスとは少し

染するということは、ひょっとしたらヒトにも飛

分 類 の 違 う ウ イ ル ス な の で す が、SARS と か

沫感染するかもしれないということになるわけで

MERS とか、そういうウイルスを使った類似の研

す。

究領域も、ヒトへの伝搬性が強化される可能性の
あるものを GOF 研究と呼んでいます。

このような研究が続けざまに出てきたというこ
とに関して、米国で主に議論がありました。片方
は『サイエンス』というジャーナルに投稿されま
した。もう片方は『ネイチャー』と言うイギリス
の雑誌です。そのような主要誌に投稿されたとい
うことで、生命科学技術に関する監視ということ
が問題となったのです。
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主
宰

安易に発注できるDNA受託合成

者

監視の対象となるデュアルユース生命科学研究

挨
拶

この経緯をお話します。先ほど、古川先生のほ

ザ研究のために研究資金の支援を行っていたとい

う か ら も 少 し お 話 が あ り ま し た が、2006 年 に

うことです。政府が拠出した資金だったというこ

『ガーディアン』という雑誌にジェームス・ラン

ともあって、国としてしっかりこのデュアルユー

ダーソンというジャーナリストが掲載した記事で

ス性を見なければならないということになりまし

す。彼が自分で受託 DNA 合成の会社に天然痘ウ

た。先ほどの河岡さんたちやロン・フーシェたち

イルスの DNA をオーダーしています。DNA を

が行った高病原性鳥インフルエンザウイルスの研

頼んだ後、それが実際に彼の自宅に郵送されてき

究、それから 1918 年型のスペイン風邪ウイルス

ました。これでは、「テロリストが頼んだらテロ

の再構成、このような仕事に関してはしっかりと

リストのところに簡単に届くのではないか」と、

モニターしていくべきということで、これらのウ

そういうような論調で、安易に発注できる DNA

イルスがリスト入りしています。

の受託合成に警鐘を鳴らしています。現代におけ

に病原性が高かったり、過去に生物兵器の開発に
用いられたり、そういう病原体なわけです。この
ような病原体の仲間と同じような扱いで注目して
見ていく研究だと、そういうカテゴライズをされ
ました。

最後に一つ問題として挙げたいのは、このよう
な研究の流れから、合成生物学という研究領域の
中で、1980 年に地球上から撲滅された痘瘡（と
うそう）ウイルスですけれども、これをテクニカ

か、ということを情報発信したわけです。
IGSC*が掲げるDNA受託合成のためのバイオセキュリティ・
スクリーニング・プロトコールの骨子
項目
概略・趣旨
1．遺伝子のスクリーニング Australiaグループ(AG)**が規制する病原体リストに基づき、
遺伝子データバンク(例えば、NCBI/GenBank、EBI/EMBL、
DDBJなど)と照合することにより、塩基配列情報をスクリー
ニングする。
2．顧客のスクリーニング
住所、氏名、所属、emailアドレスなどから顧客の確認を行
う。受け取り手が特定できないような私書箱宛には発送し
ない。特定病原体やAGの規制下にあるDNAを発注する際
には、依頼者に使用目的の記載を求める。
3．記録の保存
DNA塩基配列スクリーニング結果、顧客の照合結果、製品
の発送情報については、最低8年間、記録を保存する。
4．顧客対応
問題がある発注に対しては注文を断ることがある。法執行
機関や諜報機関と連携を取り情報共有する。
5．コンプライアンス
法律や政府の定める規則を遵守する。痘瘡ウイルスの
DNAについてはWHOの勧告に従う。
6．国際協調
CDC、AG、米国政府、EUなどと協調する。
*International

Gene Synthesis Consortiumの略

**生物・化学兵器の輸出規制に係る国際レジーム

勿論、受託 DNA 合成を提供している会社側

るということです。今のところ、研究上の抑えが

も、何もしていないというわけではありません。

あって実際には誰も作ってはいないのですが、テ

International Gene Synthesis Consortium

クニカルにはもう痘瘡ウイルスを作ることができ

（IGSC）というコンソーシアムをつくって、この

る時代に入っているということです。

中に加わっている企業に関しては、ここにあるよ
うないくつかの一定のルールを設けています。例
えば、注文した遺伝子のシークエンスが、非常に
危ない病原体のシークエンスと一致しているかど
うかを事前にスクリーニングするとか、顧客リス
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

ルには既に作ることができる時代に入ってきてい

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

3．痘瘡ウイルス人工合成問題

るサイエンスの枠組みに問題があるのではない

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

リストの残りを見るとお分かりのように、非常

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

それからもう一つは、米国政府がインフルエン

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

The guardian （2006年）
ジャーナリストJames Randersonによると、天然痘ウイルスのDNAをon lineで
注文したところ、自宅に郵送されてきたというのである。記事はこのような企業
のチェック体制の甘さを批判し、もう少し有効な規制が行われるべきだと論じた。

演題 4

生命科学のデュアルユース性―ゲノム合成など新たな技術の評価

トを見て、正規の研究所や大学の研究施設からの

が作られた年ですが、それと同じ年にワクシニア

発注であって、怪しい個人からの発注ではないと

ウイルスもテクニカルには人工的に合成できると

いうことを確認する、そういうことを行っていま

いうところに近いレベルに来ていたわけです。

す。また、きちんと記録を保存して、後追いで検
証できるようにするというようなことです。
Gene Synthesis Consortium ができた初期の段
階では、この痘瘡ウイルスの DNA については、
WHO の勧告に従うというような、割と緩やかな
言い方というか、他人任せな言い方になっていま
した。しかし、後でも少しお話ししますが、近
年、この痘瘡ウイルスを作成できる可能性がある
ということが、かなり現実を帯びたテクニックと
なってきています。したがって現在では、ここの
部分は、このスライドには書いていませんが、改

それが 15 年後の昨年ですけれども、2017 年に

定されて、「痘瘡ウイルスの DNA に関しては受

なりまして、カナダの研究グループとアメリカに

託合成を行わない」という申し合わせに変わって

資本を置くトニックス社という製薬ベンチャー企

います。

業が共同して、馬の天然痘ウイルス、つまり馬痘

こういうバックグラウンドがあるのですが、そ
れでは、そもそも天然痘ウイルス（天然痘ウイル

ウイルスを完全人工合成したということを記者会
見的に発表しました。

スと痘瘡ウイルスは全く同じものを違う呼び方で

記者会見的に発表した裏には何があるかという

言っているだけですけれども）ができるというこ

と、
この
『The New England Journal of Medicine』

との前振りとして、ワクシニアウイルスというわ

の記事も同時期に出ていますけれども、実は、ワ

れわれがワクチン株として使っているウイルスか

クシニアウイルスや今われわれが使っている天然

ら、馬痘ウイルスというこれもワクチン株として

痘ウイルスのワクチン株の由来がよく分かってい

使おうとしているウイルスですけれども、こうい

ませんでした。ところが、以前に使われていた古

うものに人工合成のテクニックが進んできたとい

いワクチンから遺伝子解析をすると、見てお分か

うことをお話ししたいと思います。

りのように、ワクシニアウイルスでは落っこちて

ワクシニアウイルスから馬痘ウイルスへ
（2002年）

いる赤で書いている遺伝子部分を持っていたり、
シークエンスを見ると馬の天然痘ウイルスに非常
に近いということが分かりました。そうすると、
もともとのワクチン株というのは、馬の天然痘ウ

・ワクシニアウイルスのゲノムの人工染色体化 (Artificial chromosome of vaccinia virus)
・ワクシニアウイルスの作成 (Production of vaccinia virus)

イルスに由来していたのではないかということが
推察されるわけです。このようなことが背景に

（2017年）

あって、馬の天然痘ウイルス、つまり馬痘ウイル
スを作ろうという話になったのです。

・15年の歳月を経て、馬痘ウイルスを完全人工合成
(After 15 years, horsepox virus was artificially synthesized)

2002 年の段階で既に、『プロナス（PNAS）』と
いうアメリカの雑誌に、ワクシニアウイルスのゲ
ノムの人工染色体化とか、それを利用してのワク
シニアウイルスの作成という技術的な報告があり
ます。この 2002 年は、奇しくもポリオウイルス
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クセプトして、『サイエンス』や『ネイチャー・
コミュニケーションズ』はリジェクトしたのかと
いう決定に密接に関わっているはずで、科学的に
も、『PLOS ONE』には載りましたけれども、わ
れわれが問題と思っているのは、この Dual Use
review のコミッティーのあり方です。
先ほども言ったとおり、痘瘡ウイルスの作成は

ましたが、実は、これには裏がありまして、彼ら

技術的にクリアされています。その理由は何かと

は『サイエンス』誌と『ネイチャー・コミュニ

いうと、ヒトの天然痘ウイルス（痘瘡ウイルス）

ケーションズ』誌に、次々と投稿しているのです

のゲノムサイズよりも、馬の天然痘ウイルス（馬

けれども、ここではリジェクトを喰らっているの

痘ウイルス）のゲノムサイズのほうが大きいから

です。リジェクトされたので、投稿先の雑誌を変

です。だから技術的には、ヒトの天然痘ウイルス

えて、『PLOS ONE』という雑誌に投稿したとい

ゲノムの方が馬痘ウイルスゲノムよりも遥かに合

うわけです。『PLOS ONE』はアクセプトして、

成しやすいという面があります。
それからもう一つは、なぜこの期に及んで、わ

論文が掲載されました。ですから、論文の掲載を

ざわざ馬痘ウイルスを作らなければいけないの

待つ前に、もう自分たちで作ったと発表をしたわ

か、というところにも少し疑問があります。エ

けですけれども、実際に論文として出たのは今年

ヴァンスらの研究グループは、これは非常に良い

です。

ワクチン株になるのだということと、天然痘のワ

お分かりのように、「馬痘ウイルス（horsepox
virus）を作りました」ということなのですが、

クチンだけでなく癌や他の疾患治療にも応用が効
くということを言っています。
しかし、そもそも天然痘に関しては、われわれ

と、『サイエンス』とか『ネイチャー・コミュニ

は既に良いワクチンを持っていますので、新たに

ケーションズ』の中で恐らくバイオセキュリ

このようなワクチンを作って、これからヒトに対

ティ・レビューが行われていると思います。その

してワクチンのテストをすることにどこまで意味

結果、矢張り掲載するのが本当に適切なのかとい

があるのかという疑問が湧いてきます。メリット

う懸念もあってリジェクトされたと思われるわけ

があると言いながら、本当にコマーシャルベース

で す。 一 方、『PLOS ONE』 は、 そ の 部 分 は

に乗るのかという点も非常に疑問で、矢張り、作

『PLOS ONE』独自に Dual Use Committee でバ

りたいから作ったのではないかという懸念は払拭

イオセキュリティ・レビューをしたと言っていま
す。

（ふっしょく）できない状態です。
というようなことで、もう時間も来ましたので
あまり長くお話をするつもりはありませんが、こ

全会一致で決定した」ということになっています。

のように波紋が投げかけられるような研究が、ど

私は今のところ、このDual Use Committee につい

んどん出てきているというのが現状です。

てのあまり詳しい情報を持っておりません。どこ
かから情報が提供されれば入手したいと思います

4．合成生物学 ELSI

けれども、どういうメンバーでコミッティーを組

最後は、もうあまり時間がないので飛ばします

織したのかとか、コミッティーの中でこのバイオ

が、タイトルに「合成生物学と ELSI」と書かせ
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

その中では、
「メリットがあるから掲載することに

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

私がやや問題だと思っているのは何かといいます

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

実際にこの『PLOS ONE』に今年（2018 年に）

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

2017 年、先ほど記者会見的に発表したと言い

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

その根拠を見たいと思っています。いずれにして

(2018年)

拶

• Dual use review committeeの在り方
• 痘瘡ウイルスの作成は技術的にクリアされている
• 既に有効な痘瘡ワクチンが複数存在

せん。そこの部分が、なぜ『PLOS ONE』はア

挨

PLOS ONE誌
Accept: Dual use committeeのbiosecurity reviewを全会一致で通過

があったのかということはオープンになっていま

者

Science誌、Nature Commun誌 Reject

セキュリティ・レビューに関してどのような議論

宰

馬痘ウイルス作成の波紋

演題 4

生命科学のデュアルユース性―ゲノム合成など新たな技術の評価

ていただきました倫理的な問題についてです。

に育てたいというような目論見もあるわけです。
DIYbioをめぐる動き

As D.I.Y. Gene Editing

Gains Popularity, ‘Someone Is
Going to Get Hurt’

After a virus was created from mail-order DNA, scientists are
sounding the alarm about the genetic tinkering carried out in
garages and living rooms.

https://www.nytimes.com/2018/05/14/science/biohackers-gene-editing-virus.html

By Emily Baumgaertner
May 14, 2018

Across the country, biohackers — hobbyists,
amateur geneticists, students and enthusiasts —
are practicing gene editing, concerning some
bioterrorism experts.
Credit: Ryan Christopher Jones for The New York Times

合成生物学に関しては、10 年ほど前から iGEM

最後の話に移ります。実際の研究者ルートに

という大会が行われています。写真は全員大学生

乗って研究をしている人以外に、日本ではあまり

です。一階だけでなく、二階にも沢山の人が参加

多くはないですが、アメリカやそれ以外の国では

しています。全世界からアメリカの MIT に集ま

DIY バイオと呼ばれる人たちがいます。自分たち

り、合成生物学の技術を使って遺伝子ロボコンを

の台所やガレージなどを使って、手近に遺伝子組

やるというのが、この iGEM です。私の次にしゃ

換えをやるグループです。この DIY バイオで「イ

べられる木賀先生は、多分毎年出席されていると

ンスリンを作りました」とか、AIDS のウイルス

思います。

に感染している人が「自分自身を遺伝子治療しま
した」というのが、もう今や YouTube で流され

Synthetic Biology

る時代になっているわけです。そのようなことも

based on standard parts

Sponsors

FBIがスポンサーとなり、毎年
バイオセキュリティ・セッションを
開催、研究倫理について議論

あって、『ニューヨーク・タイムズ』はそれに警
鐘を発する記事を出しました。
一方、『ネイチャーバイオテクノロジー』は、
それは謂れのない批判だということを言ってい
て、多くの DIY バイオロジストはちゃんとやっ
ているという論調で反論しています。確かに、こ
のようなリスクはあるのですが、リスクをあまり
に過大に評価すると、そちらのちゃんとやってい

この iGEM では色々なことが行われています。

るコミュニティーに対して何らかの悪影響がある

細かいことはさておき、ここに iGEM のスポン

だろうというようなことが考えられます。この辺

サーとなっている企業のロゴがいくつかあります

りについては、われわれは今後注意深く見守って

が、1 個だけ異質なスポンサーとして有名なのが

いかなければならないと思っています。

FBI です。
このような研究技術開発は、まだ学生ですけれ
どもそれなりのレベルがあり、かなりきちんとし
た研究者がスーパーバイズしています。FBI が
iGEM 開催の初期の段階からスポンサーとして
入っていまして、研究者の研究倫理ということを
非常に重視していますし、FBI としては、場合に
よっては優秀な参加者をリクルートして、バイオ
テロやバイオリスクの抑止にも使えるような人材
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ないのか」という議論を今後していこうという話

拶

て「どういうところに注目していかなければいけ

挨

参画機関： 大阪大学大学院医学系研究科
京都大学大学院文学研究科
東北大学病院
京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センター
北海道大学理学研究院
弘前大学人文社会科学部
一橋大学イノベーション研究センター
防衛医科大学校

ユース技術が色々なところで利用されるにあたっ

者

「先端生命科学を促進する先駆的ELSIアプローチ」
研究代表者 京都大学iPS研究所 三成寿作

うに感じるのか」とか、社会としてはデュアル

宰

戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）
「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」
研究開発プロジェクト

をしています。

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

「ISLE」プロジェクト
Innovation, Science, Life and Ethics
アートやデザインを取り入れながら
先進生命科学の進め方について
社会で考えていく

そういう中で、京都大学 iPS 研究所の三成さ
んたちが、先端生命科学、特にゲノム関係の生命
科学を倫理的に検証するというアプローチをして
います。彼らはこの ELSI を逆向きにして、ISLE

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

（アイル）と言っています。ELSI は Ethical, Legal,
and Social Implications の こ と で す け れ ど も、
ISLE つまり Innovation, Science, Life and Ethics
というキーワードで社会啓発をする活動を行って
います。

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

DIYラボ

大学・研究所
の研究室

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

その中で本を作っていまして、例えば、DIY バ
イオロジストをどんなイメージで描こうかという
よ う な こ と も や っ て い る わ け で す。 最 初 の 案
（左）では、ライトを照らしてかなり怪しい感じ
がします。これよりももっと怪しい人にした方が
いいのではないかという意見も最初はあったので

演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

すが、実際に出来上がったのは右側です。実際の
DIY バイオロジストはそんな感じじゃない、意図
的な先入観をあまり入れないほうがいいのではな
いかということで、こういう絵になりました。下
は先端ラボで実験をしているイメージで、上は自
宅のキッチンで活動しているイメージです。こう
いう絵を実際の社会の人に見せて、「どういうふ
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 5

ゲノムスケール DNA 合成技術による
セーフティとセキュリティの向上
木賀 大介
早稲田大学理工学術院 教授

本日は、私たちの分野について紹介させていた

す。

だく機会を賜り、どうもありがとうございます。

さて、デュアルユース性なのですが、こういっ

どちらかというと、ちょっと技術的な話が多くな

たことを自分は生もの屋で、しかも理学部、サイ

りがちですけれども、できるだけ流れと要点はお

エンスのほうから入ってきたので疎かったもので

伝えできるように努力したいと思います。私自身

した。そのうち、いろんな人々と話していると、

は、合成生物学という分野、生体分子の組み合わ

例えばドイツ人に言わせてみると、活版印刷は聖

せでいろんなものを作る分野に属している、生も

書も作れるし、印刷したビラを 1925 年にミュヘ

の屋です。ただ、本日お話しする次世代の生命科

ンで配ってその後どうなったか考えてごらん、

学・生物工学を進めるときには、電気・情報生命

と。彼らいわく、技術が、いいことにも悪いこと

工学という、学際融合的な組織に属していること

にも使えるというデュアルユース性として使った

に利点があります。この視点から見えている、本

らしいのですね。もしこの出典をどなたかご存じ

日一番お伝えしたいことが、「生物をプログラム

の方がいたら、ぜひ後で教えてください。

だと思って扱える時代が、10 年、20 年でやって
来ます」、ということです。

さて、これはもう 1 つ、先ほどの河岡先生の
話、これは秘匿すべき情報の公開という観点で
す。これは病原性が上がったウィルスの配列が重
要な情報なのか、ヒトへの感染性が少数の変異で
生じてしまうということが重要な情報なのか、こ
の両者について考えてみることになります。後者
について、実は 2005 年に『もやしもん』という
漫画で、「そんな感染しやすいウイルスを作りた
いのだったら、とっとと狭い寮の中で、学生とブ
タとニワトリを一緒に飼っておいて、どんどんニ
ワトリを供給すればいいじゃん」とキャラが言っ
ているのですね。これは危険、それとも重要な情

本日の話しの目次です。最初にイントロ、それ

報でしょうか。確かに、河岡先生や一部の先生方

からゲノム合成と遺伝暗号、それから遺伝暗号改

は、人工進化で得られたウイルスの配列からワク

編の原理、遺伝暗号改編の効用。この辺りはかな

チンが作れるから大切です、ということも言って

り専門的になってしまうと思います。一方、この

いるのですけれども。自分としては、河岡先生も

イントロのところと最後のところですね。合成生

お話になっているもう一つ、後者の見方がより重

物学の発想の源は何か、ということをお伝えでき

要だとおもいます。つまり、数個の突然変異だけ

れば、というのがメインのメッセージになりま

で簡単に、ヒトへの感染性が強化されてしまうの
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続いて、四ノ宮先生が紹介なさった DIY バイ

宰

から、この変異が将来自然界でも生まれるか定か

オに関する NY タイムズの記事です。ミスリード

者

ではありませんが、少数の変異だけでヒトへの感

している、と記事への反論も科学専門誌に掲載さ

染性のものが簡単に自然界で生まれうる、という

れていて、私もこの反論に賛成します。実際、普

ことを明らかにした、という点で重要な実験だっ

通の DIY バイオの人と、悪いことをしている人

たと思います。

を同時に並べあげることで、普通の多くの DIY

んの番組はミスリードをできるだけしない形で
作ってくださっていたかと思います。一方、この
ようなミスリードは、わが国でも残念ながら起き
てしまっている。というか、本当は朝日新聞さん
はそんな意図はなかったと思いますが、たまた

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

ミスリードする文章になっております。NHK さ

拶

バイオは悪いことをする人だというようなことを

挨

だ、という警鐘です。変異はランダムに生じます

ま、2008 年の 1 月 25 日に細菌ゲノムの完全合成、
すね。これが新聞一面に掲載された同じ日に、並
んで 1 面トップにはウイルス作成者逮捕という。

味合いでは、DIY バイオに関しても、情報が絡ん

こういう非常に運の悪いミスリードがありまし

でくると思います。今月、先月で日本の中で DIY

た。後者はコンピューターウイルスのほうです

バイオの認知性が相当上がったと思います。朝テ

ね。ただし、バイオとコンピューターの関係、と

レビをつけて、いきなり『DIY バイオ』と、これ

いう点で、これが今日の私の話しのオチになりま

ご覧になった方いらっしゃいますか。びっくりで

すのでお待ちください。

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

さて、この危険になりうる情報の公開という意

すよね。これと、それから『クローズアップ現
代』と、それから BS の『キャッチ！世界の』な
んたらという番組、少なくとも 3 つの NHK の番
組で日本の DIY バイオが紹介されております。
実際、日本でも本当に DIY バイオが行われて
います。結構いろんなところで、コミュニティー
行う人々が実験できるスペースが何か所もありま
す。そして、世界中には、より多数あります。こ
の番組に、自分の学科の同僚である岩崎秀雄さ
右のグラフのメッセージが、「遺伝子の改編に

い関係にある大学人が出演してします。彼は、イ

対する DNA のコストが、指数関数的に安くなっ

ンターネットの発達によって、大学などにいなく

ています」ということで、今回の話のまとめにも

ても自分で学習ができたり、あるいは自分たちで

な り ま す。 同 じ よ う に、 左 の グ ラ フ は、 長 い

作ったものをラボ内や世界中の仲間と共有できる

DNA も作れるようになってきていることを示し

ようになっている。さらに、遺伝子の改変に使う

ます。いわゆる、ムーア則ですね。どんどん、ど

ための DNA のコストが非常に下がっているの

んどん指数関数的にコンピューターに関わるもの

で、こういった DIY バイオが可能になってきた

が安くなったり、大きくなっていったりというこ

のだろうね、ということを彼は論じております。

とが、バイオの世界にもあるということが、いろ

この点、私は岩崎さんに同意しています。

んなところで論じられております。私も 2008 年
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演題５
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ん、結構 DIY バイオのコミュニティーにも近し

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

ラボという、市民科学者、趣味として科学実験を
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演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

これも四ノ宮先生のところの紹介にあった研究で

演題 5

ゲノムスケール DNA 合成技術によるセーフティとセキュリティの向上

に予測のグラフを書いてみました。作れる長さの
進展からみるに、そのうちヒトゲノムを作る人が
出るよね、と言っていました。実際、10 年近く
たってみると本当に、ヒトゲノムを作りますよと
いうプロジェクトが提案されました。さすがにこ
のヒト合成にはまだ議論不足、ということで、
今、 ヒ ト と い う 文 字 は 消 し て、 種 々 の 生 物 の
DNA 合 成 へ と 枠 を 広 げ、Genome Project(GP)write といった形で、国際プロジェクトを走らせ
ようとアメリカの人たちがしていて、日本でも私
を含めて何人かの研究者が関わっております。

このゲノム合成プロジェクトの中で最初の大き

次のスライドでお示しすることは、長い DNA

な目標として、遺伝暗号を変えることでウイルス

が合成できると何ができるかということです。遺

感染しにくくなる Ultra-safe Cells というものを

伝子 1 つではなくて、遺伝子全てをいっぺんに改

最初の目標として彼らが宣言しております。遺伝

編できるという点から可能になる事柄の紹介が本

暗号を変えることが、ゲノム合成の中では結構重

日の話の焦点となっていきます。実は、この 10

みがあるのだ、ということを紹介したいと思いま

年ほどの間に、遺伝子合成は、普通の研究室でも

す。去年の段階で、Ultra-safe Cells を成立させる

発注することが容易になっております。今、遺伝

ためのいろんな研究課題があるけれども、遺伝暗

子 1 個買うと、だいたい 3 万円から 5 万円ぐらい。

号の改変は一番上のところに書いてありました。

毎年、毎年、少しずつ値段を安く、ムーア則のよ

宣言されていたとおり、1 年後に彼らはこれを主

うにどんどん安くなっております。先ほどのヒト

要なプロジェクトにすると言っております。

ゲノム合成計画改め、ゲノム合成計画では、お題
目が何になったかというと、コストを 1,000 分の
1 にすると言っております。つまり、だいたいバ
クテリアのゲノムを作るためにウン億円かかって
いたのが、ウン十万円で済むように。ゲノム全部
とまではいかなくても、そこそこ長い DNA を合
成すると可能になることの一つとして、遺伝子を
10 個ぐらい集積すると、遺伝子の組み合わせに
応じて多様な有用化合物を作ることができます。
今そのような DNA を入手するために、数十万円
かけると、遺伝子数十個をまとめて、この DNA

そもそも遺伝暗号とは何か、ということについ

を作ってください、と会社に発注することができ

て 少 し お 話 し さ せ て く だ さ い。 遺 伝 暗 号 は、

ます。これが 1,000 分の 1 になると数百円。本当

DNA に記された情報に基づいてタンパク質を合

に BD などの記録メディア代ですよね。そういっ

成するためのシステムです。DNA は皆さんご存

たところにまで価格が落ちてきたときに、世の中

じのとおり、ACGT4 種類の文字が並んでいる鎖

がどう変わるかということが、今後のバイオセー

状の分子です。タンパク質というと、酵素だった

フティ、バイオセキュリティを考えることの一つ

りホルモンだったり、いろんな形を持っているの

の鍵だと思っております。

だということも皆さんどこかでご覧になっている

ここまでがイントロです。この後は少し細か
い、遺伝暗号の話に移動させてください。

かと思います。タンパク質にはもう 1 つ、別の見
方がありまして、タンパク質も DNA と同じよう
な 鎖 状 の 分 子 で す。 こ の 鎖 状 の 分 子 で す が、
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後の将来の話しになるでしょうが、遺伝暗号を改

宰

いてあります。そして、DNA の文字配列に基づ

変した組換え微生物を自然界に放っても、遺伝暗

者

いて、合成するタンパク質の文字配列を決めてい

号を改変していない組換え微生物よりは問題が少

ます。より具体的には、DNA もしくは RNA の

ない、ということについて解説させてください。

挨

DNA と RNA は 4 文字、タンパク質は 20 文字で書

拶

ACGT、ACGU、4 種類の文字 3 つが並んだ 1 セッ
ト、このセットをコドンと呼びまして、このコド
演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

ンを使って 1 文字のアミノ酸を指定する暗号表、
これが私たちの体の中にあります。この暗号表
は、実は大腸菌からヒトまで共通でして、普遍遺
伝暗号という言葉で呼ばれております。今の地球
上では、この 4 と 20 という文字の種類が標準規格
になっています。

です。スライドの左側です。遺伝子合成では、昔
は 1 個の遺伝子を作っていたのですけれども、今
度はゲノム丸ごと作ってみると。そうすると何が
できるか。それからスライドの右側です。アミノ
酸に関しては、特定のアミノ酸を足してみたり、
何かアミノ酸を抜いてみたり。それから先ほどの
合成生物学では、この共通規格である 20 とい

ミノ酸の暗号表での位置を別の場所に変えてみた

う数字をどんどん変えていこうということをいろ

り、といったこの 3 つの話をしていきます。まず

んな研究者が進めておりまして、私もその中の一

は、20 アミノ酸を 21 にして、1 個だけ新しいタン

人です。結論から言うと、この 20 文字を 21 個に

パク質を作るという仕事、これは昔の私の仕事な

増やしてしまったバクテリアや培養細胞や動物が

のですが、天然システムの動作原理と併せて紹介

作られております。私自身、こちらは試験管の中

します。

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

の話ですが、アミノ酸の数が減った暗号表を作る

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

暗号表の中で 20 文字は一緒なのだけれども、ア

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

再び、遺伝暗号の改変の話の全体像のスライド

こともできるということを、示しています。サイ
エンスとしては、先ほどの大腸菌から人間まで全
部 20 で例外がないと思われていたのですけれど
も、実はこれは物理化学的な制約では無くて変え
られる、ということを実証した意義があります。
さらに、このように、天然で共通してしまってい

演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

る標準規格システムを根本から変えると、有用な
工学が同時に生まれてきます。タンパク質医薬品
や洗剤用の酵素の改良などで、いわゆる、バイオ
エコノミーのほうにも役立つことがあります。今
回のゲノム合成の文脈では、また別の見方、ウイ
ルスに感染しない細胞を作るのだというようなこ
とで有用です。さらに社会一般との議論が進んだ
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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類ぐらいの tRNA の中から自分に対応した tRNA
だけを見つけて、この tRNA とアミノ酸を結合さ
せます。同じようにトリプトファンは、その自分
のアミノ酸と自分の tRNA を。それから別のアミ
ノ酸の酵素は自分専用のグループをといった形
で、この排他的なグループが、この丸ですね。排
他的なグループが 20 個あるというのが遺伝暗号
の今の形の本質です。

先ほどお話ししましたように、この 4 種類の文
字から 20 種類の文字を作る天然の暗号表があり
ます。これは同じ表を別の表記にしています。4
種類の文字、3 つを一組にしてアミノ酸 1 つが決
まっています。こちらは設計図であるmRNAで、
ACGU が並んでいます。この並びに対応してア
ミノ酸 1 個を付けています。この ACGU3 文字と
アミノ酸 1 文字をつなぐ分子が、tRNA というア
ダプター分子です。

天然の遺伝暗号のアミノ酸には専用の酵素が必
この tRNA という分子に対して決まった酵素が

要なのであれば、遺伝暗号に新しいアミノ酸を足

ありまして、その酵素、アミノアシル tRNA 合成

したかったら新しいグループ、つまり、新しい酵

酵素が、tRNA に必要なアミノ酸を結合させてい

素、新しい tRNA、新しいアミノ酸を足せば、遺

ます。暗号表の中に入っている 20 種類のアミノ

伝暗号は変えられるじゃないかというような研究

酸に対しては、それぞれ専用の酵素があり、混在

構想になりまして、実際に構築してみました。実

しています。同じように体の中には、この 20 種

験は、最終的には生きた細胞内で行いましたが、

類のアミノ酸が混在していて、それから tRNA も

まずは、細胞をすりつぶした溶液内で行いまし

50 種類ぐらい混在しています。この混沌とした

た。この、細胞をすりつぶした液の中にアミノ酸

状況下で仲間同士を結び付けることを達成してい

と、それからエネルギー源と、それから遺伝子を

るのが、この酵素、アミノアシル tRNA 合成酵素

入れてあげると、タンパク質ができます。ここで

です。例えば、セリンの酵素は 20 種類プラスア

もし 20 個のアミノ酸を入れていれば、20 個のア

ルファのアミノ酸の中から自分に対応したセリン

ミノ酸でできたタンパク質になります。ここで自

というアミノ酸だけを見つけて、それから 50 種

分たちが作った新しい酵素や人工 tRNA たち。き
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ちんと作った部品を入れれば 21 番目のアミノ酸

者

が入った新しいタンパク質を作ることができま

挨
拶

す、ということを、2000 年ころに研究していま
した。

に必要な酵素が機能する、というタンパク質工学
を施します。その結果、この標準のアミノ酸では

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

さらには、この新しいアミノ酸に依存して生存

ない、言い換えると、自然界には存在しないアミ
ノ酸で、これを研究者が培地の中に与えない限

ノム合成とを組み合わせると何ができるか、とい

り、このタンパク質は機能を持ちません。その結

う最近の話に移ります。Genome Project-write の

果、この外から加えた化合物が存在しないと生き

web ページでも紹介されておりまして、アメリカ

られないといった形のバクテリアを作りました。

のグループの 2015 年の仕事で、大腸菌の遺伝子

これが 2015 年のゲノム改変の仕事です。実際は、

の一割ほど、321 個の場所に対して狙った突然変

このアミノ酸がないと機能を持たない酵素が 1 つ

異を入れました。

だけだと、セイフティネットとしては弱いので、

いにしろ、という目印があります。例えて言う

要とする菌を作成しました。これは、新たな生物

と、文章や物語を読んでいて、ここで読むのを止

学的封じ込めの手段であり、外から加えた非天然

めましょうという、句点・読点の句点みたいなも

アミノ酸が無くても生存してしまうエスケープが

のです。天然の生物では、句点となる、ストップ

簡単には起きない、と言っております。同じよう

コドンが 3 種類あります。3 つあるのだから 1 個

に非天然の小分子が供給されなくなると自殺して

取り除いてもいいじゃないか、ということで彼ら

しまうバクテリアを作った人もいます。興味深い

が進めたのが、この 321 箇所を変えた仕事でし

ことに、どちらの研究も、どれぐらいの確率で、

た。この321個の遺伝子の句点であるUAGストッ

本当は死んでほしいのに生き残ってしまいます、

プコドンを全部別のストップコドンに書き換えて

という、彼らの目的にとってネガティブに見える

あげると、UAG が対応するアミノ酸も無い空い

結果も定量的に評価する姿勢を持っているのです

たコドンになってきますので、空いたコドンには

ね。いわゆるゼロリスクではないことを前提とし

新しいアミノ酸を指定しましょう、ということが

ている様が、アメリカの論文に表れていると思い

達成されました。その結果、新しいアミノ酸を取

ます。

演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

り込ませる効率が上昇しています。

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

何種類もの酵素がこのような非天然アミノ酸を必

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

遺伝子には、タンパク質の合成をここでおしま

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

遺伝暗号の改変と、ゲノムスケールの改変やゲ
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演題 5

ゲノムスケール DNA 合成技術によるセーフティとセキュリティの向上

このような、合成生物学とゲノム合成による、
新規な安全性担保技術が重要だ、というところが
議論されているのが、GP-write の中のセーフティ
エンジニアリングのワーキンググループです。ほ
かにも、ELSI のグループもあったり、いろんな
種類のワーキンググループがあります。安全性評
価のために、その新規封じ込め技術からのエス
ケープレートを測定し、どこまで下げることを開
発目標としたらいいか、そもそも基準を作らなけ
ればいけないよね、ということをこれから議論し
よう、と提言しているのが現状です。

遺伝暗号中のアミノ酸の数の目次に戻ります。
これまでの話は新しいアミノ酸を足すという話
だったのですけれども、次は、1 個アミノ酸を削
るといった仕事です。これは私自身の仕事です。
天然ではこの暗号表の中に 20 種類のアミノ酸が
入っているのですが、私は、このトリプトファン
という 20 個の中の 1 個がない暗号表を作りまし
た。トリプトファンが入ってほしいところに、別
のアミノ酸、アラニンというものが入るように
なっています。
そうすると、遺伝暗号ごとに専用の遺伝子を持
たせることができます。これから、詳細を話しま
す。普通の遺伝子と特別な遺伝子の 2 種類あり、
そして、遺伝暗号が普通の遺伝暗号と私の暗号、
2 種類あります。普通の暗号表に普通の遺伝子を
入れると、タンパク質に活性が出てくるのですけ
れども、私の暗号表で作ると活性がない。逆に、
こちら側ですが、変わった遺伝子を作ると、私の
暗号表を使うと活性があるのですけれども、普通
の暗号表では活性がありません。
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この技術によって遺伝暗号ごとに専用の遺伝子
を作ると、将来的な安全性担保技術となると考え
ています。天然のバクテリア、彼らは自分で遺伝
子に突然変異を入れて新しい遺伝子を発明すると
で変化していくという、遺伝子の水平伝播に頼っ
て進化していることが知られています。ここで、
遺伝暗号の差異があると、DNA の水平伝搬が生
じても、正しく機能するタンパク質が合成されな
いので、組換え体が変化してしまうということが
少なく、バクテリアの予期せぬ変化が起きにくく

も、DNA、分子としては同じだから、読もうと
すれば読めそうな気がするのだけれども、ゲノム

規模改編を行う細胞には、改編暗号を持たせれ

全体の再合成で作成する Ultra-safe Cells の中で

ば、自然界の遺伝子を取り込んで勝手に使うこと

は、この細胞専用の遺伝子配列しか使えないの

はないでしょう、ということです。たとえ話をし

で、予期しないウイルスに感染しない、というこ

ますと、とてもとても古いパソコンでこの両方の

とを、GP-write のアメリカの研究者たちは提案

パソコンをご覧になった方が、ただ今日はうれし

しております。最終的には、このアラニンとセリ

いことに、割とシニアの方々がいらっしゃるの

ンのコドンの位置が、逆になったものを改変して

で、どっちのパソコンも見たことがある方、い

作りたいというようなことを言っていた時期も

らっしゃいますね。最近大学だと、悲しいことに

あったのですが、今は、その改変の途中段階の暗

PC-9801 も分かってもらえないのです。これぐら

号を持った哺乳類培養細胞をひとまずのゴールと

いの古さのパソコンですと、どっちも 3.5 インチ

して目指しています。
関連して、ここのコドンが、どのアミノ酸にも

ろが、これぐらいの Mac だと、すみません、マッ

なっていないという大腸菌を、アメリカのグルー

キントッシュと言うべきですね。IBM のディス

プが作りかけていて、2016 年に論文発表してい

クはささるけれど読めないんですよね。というよ

ます。20 個のアミノ酸を割り振るのであれば、

うな時代があったかと思います。

64 種類のコドンの内、どこか使わないところが
あってもいいんですよね。遺伝子からタンパク質
合成を行う時に、この使わないコドンがくると合
成がそこで止まってしまいます。しかし、そもそ
もゲノム全体で 62000 か所を書き換えて、どの遺
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

のフロッピーディスクがささるんですよね。とこ

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

ちょっと難しい話になってしまいましたが、大

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

なる、ということになります。

同じように、ウイルスの DNA もヒトの DNA

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

いうことよりも、他の生物から DNA を取り込ん

演題 5

ゲノムスケール DNA 合成技術によるセーフティとセキュリティの向上

伝子もこのコドンを使わない様にすれば、必要な

すが、生物の一番の根本である遺伝暗号というも

遺伝子の合成が止まってしまうことは無く、細胞

のを書き換えられるようになっていて、合成生物

は正しく機能します。一方、そのような遺伝暗号

学によるこの新しい技術を使って何か安全なもの

改変に対応していないウイルスの遺伝子は、この

を作りたいということを考えている、ということ

改変暗号表を持った細胞内ではでは正しくタンパ

をお伝えしたかったというところが本質です。

ク質を合成できなくなるでしょう。ゲノム全体
62000 か所の書き換えは完全にはできていないの
だけれども、この仕事で、ゲノムを改めて合成す
ることの重要性を主張しています。先ほど紹介し
ました 321 個の書き換えだと、彼らは頑張って 1
個ずつ書き換えていたのですけれども、さすがに
何万個もやっていられないと。そこで、6 万個の
改変のときにはゲノムを一から作るということを
進めております。
最後にあと少し残された時間を使って、合成生
物学とはそもそも何なのか、ということについて
もう一度確認させてください。2 年前に話してい
る内容と一部かぶってしまい恐縮です。これ、こ
ちらさっきのムーア則ですが、横軸が年代です。
時代が進むと、より大きいものができるとか、安
くなっていくといった形で、縦軸が指数になって
いるわけですよね。倍々ゲームで、どんどん、ど
んどん性能が上がってきました。
そして、GP-write としての最新の提案です。
彼らはヒトの細胞で 40 万カ所、遺伝子を書き換

最終的なオチはこれです。合成生物学の発想が

えたものを一から作ろうということをしておりま

広まっていき、生物工学、生物学がだんだん変

して、その場合は、このグリシンコドンの書き換

わってきていて、生物プログラミングと言うべき

えが鍵になります。グリシンを遺伝子の配列で指

状況が成立しつつある今、何を考えるべきかとい

定するために、普通は 4 種類のコドンを使ってい

うと、この 30 年間のコンピューター業界で起き

るのですけれども、Ultra-safe Cells ではこの４つ

てきた情報科学、情報工学で起きてきたリスクマ

の中の 1 つ、GGC コドンを使わないように、ゲノ

ネジメントや安全性対策を学ぶことが重要ではな

ム中の遺伝子の 40 万カ所の GGC コドンを残り３

いか、というのがメッセージです。

つのグリシンコドンに書き換えます。そして、
Ultra-safe Cells は GGC コドンを含む遺伝子を翻
訳できない様に、対応する tRNA をゲノムから除
去します。Ultra-safe Cells の遺伝子には GGC コ
ドンがないため問題ありませんが、ウイルスは
GGC コドンを使っているからタンパク質がうま
くつくれずに、ウイルスは増殖しない、というこ
とを提案しています。
ここまで、専門的になってしまって恐縮なので

50

第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録

主
宰

わけですけれども。もう 1 つ重要なことがありま

者

しっかり原理に基づいて考えることです。そうし

拶

す。何かの考え方や設計図を数理モデル化し、

挨

に生物学の論文にこれが少ないといわれてしまう

ないと、2 つの発明を組み合わせて新しいものを
つくることはできません。実は、残念ながら生物
限にあるのです。この他者による再現性の逆が、
伝承の困難な職人芸。この原理に基づく結果の逆
が、自然言語とか、結果オーライでの説明。もし
くは、長嶋さんによるコーチング。こんな感じで

的な発展がなぜ生じるかというと、ある分野の発

バットを。ありがとうございます。長嶋さんネ

展が別の分野の発展に寄与して、巡り巡ってもと

タ、学生に伝わらないんですよ、このコーチン

の分野の発展に帰ってくるから、というポジティ

グ、だからといって役立たないわけではありませ

ブフィードバックがあるためだと考えています。

ん。また、いわゆる神の手による外科手術、これ

いろんな技術分野同士がリンクしているわけです

は非常に重要なものかと思います。ところが、こ

ね。そこで、ある分野が他の分野を 2 倍発達を刺

れ対極にあるのが理工学一般であり、実は合成生

激して、2 倍刺激して、2 倍刺激して、2 倍刺激し

物学というのは、生物学をこっち側、理工学一般

て帰ってくるので、技術というのは指数関数的に

と同じ、指数的な発展を可能とする象限に持って

発達していくのかと思います。これができる前提

いきたいという運動なのですね。

は何かというと、特許等の公開情報を組み合わせ

演題３
公衆衛生とセキュリティの連携強化に
向けて

た発明の考え方かなと思います。2 つの情報を組
み合わせて新しいものをつくることができるとい
うこと。つまり、あるところにある工場 A で起
きた発明と、別のところでつくられた工場 B の発
明を、また第三者である工場 C が 2 つの発明の設
計図を組み合わせて新しい発明ができる、という
のが、理想的な、組み合わせによる技術進展だと

そもそも、合成生物学や先ほどの学生コンテス
トを立ち上げた人間はトム・ナイトという情報科
学者です。多くの初期の貢献をしてきた人たち、
今でも引っ張っている人たちに、制御工学から
入っている方々も多くいます。生物学を普通の理
という形に持っていこうということが、間違いな
く合成生物学、それから波及していくゲノム合成
や生物工学一般にこれから起きてくると思いま
す。

２つの要件があります。まず、他の人による再現

実際、組み合わせの前提となる、標準化のプロ

性。これは、産業拡大の前提ですね。悲しいこと

ジェクトが各所で進んでおりまして、EU だと大
第 4 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題５
ゲノムスケールＤＮＡ合成技術による
セーフティとセキュリティの向上

工学一般と同じように発明の連鎖ができるように

演題４
生命科学のデュアルユース性―ゲノム
合成など新たな技術の評価

思います。

技術を組み合わせて発明を効率的に行うには、

演題２
国家主体（北朝鮮を含む）およびテロ
組織による生物兵器計画

また、この指数の話に戻るのですが、指数関数

演題１
生物兵器禁止条約の議論の進展

工学とか、医学というのは、こことは全然違う象

演題 5

ゲノムスケール DNA 合成技術によるセーフティとセキュリティの向上

型予算、それから学生コンテストの iGEM、これ
も 300 チームぐらいの学生チームに、このやり方
で実験しなさいという押しつけが、コンテストな
のでできるんですよね。同じように、先ほどの
GP-write の中でも標準化を進めようという動き
があり、ゲノム合成のプロジェクトの中でも標準
化の議論が進みつつあります。
こういったことがまとまってくると、間違いな
く見えてくることは、30 年後の生物工学や生物
学が、もう完全にプログラミングになっていく、
ということです。どういった DNA の配列を書き
ますか、ということが、実験技術と同じか、それ
以上に重たくなっている。細胞を、プログラムに
したがって動くマイクロスケールのマシンとして
考え、プログラムを DNA に書き込みましょう、
ということが、間違いなく最先端の生物学、生物
工学になっていきます。そのとき、どういうセー
フティ、セキュリティの考え方をしなければいけ
ないのだろうか、ということが今後の議論の対象
として重要だと考えております。
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