第6回
バイオセキュリティ研究会
会議録
テーマ：次世代のバイオセキュリティ

平成 31 年 1 月

第6回
バイオセキュリティ研究会
テーマ：次世代のバイオセキュリティ

2019 年 1 月 19 日（土）13:00～17:00
早稲田大学西早稲田キャンパス 53 号館 201 教室
東京都新宿区大久保 3-4-1

目次

演題１

バイオセキュリティのランドスケープ

5

演題 2

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

21

演題３

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

30

演題 4

デュアルユースが懸念される研究とその教育

42

第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録

3

演題 1

バイオセキュリティのランドスケープ

演題
主宰者挨拶

13:05

演題１「バイオセキュリティのランドスケープ」

～

13:00

14:00

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：
「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。本研究会では、「バイオセキュリティ」を生物
害に対する防御政策・対策の中でも、防御の対象を人、発生の文脈としては意図的なものから自然発生まで、対策のフェー
ズとしては、予防的な措置から対応まで、広くカバーする概念として捉え、グローバルな取組みを公衆衛生と安全保障の
両面から捉えて検討してきた。４年間の取組みを振り返りつつ、公衆衛生と安全保障、双方の視点からの感染症脅威への
対処ランドスケープの現状を解説する。

～

14:00
14:45

演題 2「バイオセキュリティのグローバルガバナンス」
演者

田中極子

防衛省防衛研究所 主任研究官

略歴：外務省専門調査員として在オランダ大使館および在ジュネーブ軍縮会議日本政府代表部にて、軍備管理及び軍縮に携わる。
その後、内閣府国際平和協力研究員を経て 2013 年より防衛省防衛研究所にて勤務。2018 年 4 月より国連安保理決議 1540 委
員会専門家グループメンバー。学術博士（国際基督教大学）。
概要：バイオ技術の発展に伴う生物剤のデュアルユース問題は、安全保障領域や、公衆衛生領域といった既存の問題領域を超え
たグローバルな課題となっている。本演題では、生物兵器禁止条約を中心とした既存の生物兵器の不拡散の枠組みが、そ
の有用性を維持するために、異なる問題領域との相互連携、さらに科学者コミュニティを含む多様な行為主体との連携を
通して、グローバル ･ ガバナンスへと発展している様態を紹介する。

休
～

15:00
15:45

憩

演題 3「合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース」
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。合
成生物学は、遺伝子の改変による遺伝子工学をデザイン戦略の確立によって効率よく大規模化することを可能にしている。
この合成生物学の発想は、ゲノム合成やゲノム編集技術の進展とあいまって、生命機能の大幅改変をもたらすことが想定
されており、研究分野内でもデュアルユースの議論が進んできた。本講演では、これらの現状について紹介し、より広い
分野の専門家の皆さんとの議論の種としたい。

～

15:45
16:30

演題 4「デュアルユースが懸念される研究とその教育」
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：生命科学におけるデュアルユース問題は、バイオセキュリティの中でも中核をなす課題である。本演題では、「デュアル
ユースが懸念される研究」としてこれまでに取り上げられた事例を振り返るとともに、近年急速に発展しているゲノム編
集技術のデュアルユース性にも言及し、その問題の広がりを議論したい。併せて、研究者を含めた多くのステークホルダー
に対する教育の在り方や、我々が行ってきている試みについて紹介したい。

～

16:25

総合討論：次世代のバイオセキュリティ

16:55

モデレーター：齋藤智也

16:55

閉会挨拶

17:00

閉会予定
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演題１

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

内容を振り返りたいと思います。
平成f年文科省科研費基盤 % 特設分野研究

（研究代表者

国立保健医療科学院

齋藤智也）

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

研究課題
グローバルな生物学的脅威の
紛争解決ランドスケープの検討
生物学的脅威に対する公衆衛生学・安全保障学
からの議論の逸脱をカバーした一体的な政策形成

生命科学のデュアルユース性
に対する国際的な連携手法の検討
デュアルユース研究のガバナンス政策形成の分析
と検討の場のグローバルプラットフォームの提案

生命科学のデュアルユース性
に対する教育手法の検討

インフルエンザウイルス検体共有と利益配分の
外交問題に関 する事例分析と解決方策の検討

東工大L*(0チームを率い世界大会年連続金賞獲得

牧野

友彦 国立感染症研究所
専門：感染症疫学・行政法

研 厚労省医系技官。:+2西太平洋地域事務所勤務。
究
協 田中 極子 （防衛研究所）
力 専門：軍備管理・軍縮
者 生物・化学兵器禁止条約を専門とする
・ 峯畑 昌道 （科学技術振興機構）
連 専門：安全保障学
携 英ブラッドフォード大平和学博士
研
究 天野 修司（日本医療科学大）
者 専門：国際関係学

慶応大*・長崎大でバイオセキュリティプロジェクト
に従事

• アクターの変化

• 国家間 非国家主体

• 管理対象の変化

• 生物兵器剤科学技術

旧来の国家間紛争
（軍縮のガバナンス）
からの逸脱
古典的予防アプローチの限界

デュアルユース技術
へのアプローチ

被害管理を含めた
リスク管理の重要性の認識
＝公衆衛生分野への接近

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

バイオセキュリティと紛争研究の結びつきです
が、生物兵器という紛争の構造や対象、それから
管理の方向というランドスケープが大きく変わっ

野研究という研究課題の下でつくられた研究班で

変わっているかというと、一つはアクターの変化

行ってます。「グローバルな感染症等生物学的脅

です。生物兵器を巡っては、これまで国家が開発

威を巡る新たな紛争領域の研究」ということで、

の主体として進んできたものが、だんだんとテロ

紛争研究という課題の中でやっている研究です。

リストなど非国家主体が中心になってきて、生物

今年が最終年度の 4 年目になっています。研究代

兵器禁止条約といった国家間の仕組みという形で

表者、分担者は本日講師をしています私、四ノ宮

捉えられてきたものでは、十分にアクターの変化

先生、木賀先生の 3 名、に加えて、今日いらっ

に追いつけていない現状があるのではないか、と

しゃっている田中先生を含めた研究協力者の先生

いう問題意識が一つあります。それから管理の対

方の協力を得て研究を進めてます。主に「グロー

象が大きく変化しているとの問題意識です。これ

バルな生物学的脅威の紛争解決ランドスケープ」

まで生物兵器剤、病原体をコントロールする、他

と「生命科学のデュアルユース性」、この 2 つの

の大量破壊兵器、核兵器とか化学兵器などのよう

話を主なトピックとして取り組んできました。

に、まず剤のところをきちっと抑えるというアプ
ローチが、元々生物兵器剤のコントロールのアプ
ローチの中にあったわけです。それはいわゆる病
原体というものが、病原体そのものがまずあっ
て、それを増やすところから始まるから、そこが
一つのボトルネックになっていたわけですが、こ
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デュアルユースが懸念される研究とその教育

ている領域として取り上げています。何が大きく

演題４

この研究会は文科省科研費の基盤研究、特設分

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

新興感染症の監視にかかる
国際法の錯綜と外交紛争の検討

齋藤 智也 国立保健医療科学院
専門：公衆衛生危機管理、バイオセキュリティ
研 大学・行政で感染症危機管理・生物テロ対策に従事。
究
代 四ノ宮 成祥（防衛医科大学）
表 専門：バイオセキュリティ（生命倫理学）
英ブラッドフォード大とバイオセキュリティ教育
・
分 モジュールを開発
担 木賀 大介 東京工業大学）
者 専門：合成生物学

• 生物兵器を巡る紛争ランドスケープの変化

演題３

デュアルユース教育実施状況を明らかにし、
教育モジュールの開発と普及方法を検討

発足当時

バイオセキュリティと紛争研
究

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

まずは本研究会の、これまでの 5 回の研究会の

演題２

本研究会の趣旨

演題 1

バイオセキュリティのランドスケープ

れが生命工学の進展により、ウイルスが、ほぼ化
学合成のような形で、作ることが技術的に可能に
なってきています。すると剤を、微生物そのもの

『米、鳥インフル論文の一部削除要請
科学２誌に「生物テロに悪用される恐れ」』
朝日新聞夕刊 年月日

（ワシントン＝行方史郎）

をボトルネックとした、そこを管理の対象とする
というアプローチでは不十分だということになっ
てきます。他にも、ゲノム編集技術であるとか、
あるいは合成生物学といった技術が、もちろん良
いことに、科学の発展のために使われている技術
ではありますが、時にそれを新たな病原体を作
る、あるいは病原体に新たな毒性を与えるという
ような形で悪用されかねない、という懸念が出て
きました。そういったデュアルユース技術へのア

前者のデュアルユース技術へのアプローチとい

プローチが、必要になってまいりました。よっ

うことですが、1990 年代から生物工学というも

て、これがこの研究会の主題の一つです。

のが、遺伝子組み換えなどの技術が発展してきて

さらに、こういったアクターが変わってくる、

いる中で、悪用の可能性があるということは認識

管理対象が変わってくると、これまでの軍縮のガ

されてきましたが、それが具体的に社会に理解さ

バナンスの仕組みという中では、十分に生物兵器

れた、あるいは受け止められた事件というのは、

の問題を捉えられなくなってきています。従来の

2011 年の後半に明るみに出た 2 つの研究です。

議論の枠組みから逸脱してきて、古典的な予防ア

これは、鳥インフルエンザ H5N1 という。鳥に

プローチの限界というのが見えてきている。予防

感染して鳥に非常に毒性の強いインフルエンザウ

というボトルネックがあって、そこを抑えれば良

イルスが、少しの遺伝子変化でヒト、哺乳類への

い、というアプローチができないのであるとすれ

感染性を高めて、またさらに毒性も高める可能性

ば、予防ができずに実際に使われてしまった場合

がある、ということを指摘した 2 つの論文です。

を想定して、被害管理のところでできるだけ被害

この研究成果は、本来であればそういった遺伝子

を最小限にする、というアプローチ、これを含め

変化が自然界で起こっていないかをモニターする

てリスク管理をしていく必要があることが認識さ

ことで、ヒトに病原性が高まったり毒性が高まっ

れてきています。よって、これまでに生物兵器に

たり、ということを認知して、早く対策につなげ

対して、主に安全保障、あるいは大量破壊兵器の

られるというメリットもあるわけですが、一方で

管理という観点からアプローチされてきたものに

テロリストなどがこの H5N1 ウイルスを人為的に

含めて、さらに公衆衛生分野へアプローチをし

改変して、ヒトに感染させられる形にして、、、と

て、管理の枠組みをつくっていく必要が出てきま

いったことに悪用される可能性がある。そうする

した。こういった大きな変化に対応するため、公

と、科学界の論文では、実験手法というのは全て

衆衛生分野と安全保障分野の連携というのをもう

再現できる形で論文に記載するというのが大原則

一つの主題として、この検討会でランドスケープ

ですが、悪用されるリスクが高まるので、全て詳

を追ってきました。

細を記述して出版するのは、良くないのではない
か、それで出版差し止め、という勧告がアメリカ
で出されまして、大きなニュースになり、その後
に議論が沸き起こりました。
この問題、別に何も解決しているわけではな
く、継続して議論が進んでいる中で、さらに合成
生物学とか、ゲノム編集といった技術に内在する
リスクの議論が、新聞などでも出てきています。
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とか、あるいはそれを教育として科学者にきちん

の枠組みです。ここで、いろいろと活動している

と認知させてどう取り組んでもらうか、いろいろ

とテロ、人為的な脅威に対処するには、どうして

な取り組み方があるわけですけれども、その辺り

もセキュリティセクターと情報共有をしていかな

についてはまた木賀先生、四ノ宮先生に詳しくお

ければできないということに気づきます。ここで

話をしていただく予定です。

公衆衛生側からセキュリティ側にアプローチして
いる、そういう立ち位置にある枠組みです。一方

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'LVDUPDPHQW5HYLHZ  

脅威・リスク分析、
司法との連携へのニーズ

*+6,

生物兵器への
対処上のニーズ

*3

パートナーシップ

原因を問わない感染症
対応キャパシティ形成

生物兵器
禁止条約

*+6$

グローバルヘルス
セキュリティ
アジェンダ

積極的平和主義
+XPDQ6HFXULW\
人間の安全保障

国家防衛
（防衛省）

外交
開発援助

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

（外務省等）
自然発生的な
感染症脅威

保障のコンテクストだけで話をしていては、総合
的なリスク管理はできない。そうするとどうして
も、起きたときの対処というのも含めてリスク管
理をしなければならない、すると、公衆衛生側の
協力を求めていかなければいけないということ
で、セキュリティから公衆衛生側にアプローチを
しています。
その後にアメリカが取り組んでいて、オバマ政

ンドスケープ、ですが、これは第 1 回の研究会で

ティアジェンダというイニシアチブがあります。

もお示しした図ですけれども、公衆衛生とセキュ

これは、特に感染症に対応する対応キャパシティ

リティの分野が、生物兵器の管理、またあるいは

をグローバルにつくっていこうというイニシアチ

感染症の脅威に対する管理、リスク管理という点

ブですが、自然発生の感染症に対応するというの

で、お互いに求め合う状況にあるというのをお示

が当然主眼にはなるんですが、原因を問わず、自

しした図です。

然発生のみならず、人為的な生物テロといったも

一口にセキュリティといいましても、いわゆる

のも含めて、それに対応するキャパシティをつ

警察、公安など治安部門が担当するセキュリティ

くっていこうという枠組みです。そのため、公衆

であったり、国家防衛を担うセキュリティであっ

衛生とセキュリティの間のかなり大きな範囲をカ

たり、あるいは地域の平和、安定化を目指すとい

バーしているイニシアチブといえます。

う意味での外交・開発援助によるセキュリティ、
とスペクトラムがあるのではないかと思います。
うと人為的な感染症の脅威に対処するというコン
はどちらかというと自然発生的な感染症脅威への
対処というのが主眼になっているかと思います。
ここに幾つかのグローバルな枠組みの例を示し
ていますが、まず一つは GHSI、世界健康安全保

バイオセキュリティ
＝感染症×公衆衛生×安全保障

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

障イニシアチブというのは、G7 の国とメキシコ
の保健大臣の集まりです。これは 2001 年の米国

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

の同時多発テロ、それから炭疽菌郵送テロといっ

このような形で、生物兵器への対処、感染症脅

たものの発生を受けて、公衆衛生サイドでもそう

威への対処というコンテクストにおいて、公衆衛

いった特殊テロなどへの取り組み、準備というの

生とセキュリティが、お互いに歩み寄る状況があ
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録

7

デュアルユースが懸念される研究とその教育

テクストになり、外交・開発援助というところで

研究班のアプローチ

演題４

治安とか国家防衛という観点だと、どちらかとい

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

権時代に立ち上がったグローバルヘルスセキュリ

演題３

もう一つのバイオセキュリティのグローバルラ

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

（保健省等）

%7:&

グローバル

公衆衛生

治安

警察・公安）

アクターも変わり、対象も変わり、いわゆる安全

演題２

世界健康安全保障
イニシアチブ

で、生物兵器禁止条約といった枠組みの中では、

人為的な
感染症脅威

バイオセキュリティのランドスケープ

が必要ではないかということで発足した情報共有

演題１

そういった議論に、科学界としてどう取り組むか

演題 1

バイオセキュリティのランドスケープ

るというお話をいたしました。ということで、こ
の研究班の基本スタンスは、感染症を公衆衛生と
安全保障という両面から見ていくことが必要であ

バイオセキュリティの概念

り、現代の感染症脅威の対処フレームワークを理

•広義：生物害に対する防御政策・対策

解する上で、不可欠であるというところが出発点
になっています。それで研究会をこのように開催
してきました。

• 何を守るか？

• 人・畜産・生態系・農業・食糧供給など

• 発生の文脈

• 意図的・事故的・自然発生（国家〜世界規模）

• 対策のフェーズ

• 予防、事前準備、検知〜対応

バイオセキュリティの概念
何度か研究会のたびにお話をしていますが、バ
イオセキュリティの概念についてお話をしておき
たいと思います。

以上の３要素から意図するところを推測する必要
注）類語

（バイオディフェンス、バイオプリペアドネス等）

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

これが正しいという定義があるわけではありま

バイオセーフティ
バイオセキュリティ

せんが、それぞれの人がどういう背景、どういう
狭義）

• バイオセーフティ
「危険な病原体から人・環境を守る」
事故または病原微生物の不適切な取扱いや使用法により
発生する病気の広がりを可能な程度まで抑える。

• ラボ）バイオセキュリティ
「危険な人から病原体を守る」

コンテクストでこの言葉を使っているかを考えて
理解する必要があります。一番広い意味では、生
物剤に対する防御政策、対策ということになりま
すが、じゃあ何を守るのか、発生の文脈としては
どの辺を考えているのか。対策のフェーズとして
はどの辺りを考えているのか、この 3 つの点か
ら、どういう意味でバイオセキュリティという言
葉を使っているのかということを理解する必要が

バイオリスクマネジメント 実験施設バイオセキュリティガイダンス
世界保健機関 :+2 :+2&'6(35

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

あります。
例えば、人を守るという観点が一般的ですが、

いわゆる狭い意味、古典的な意味での定義にな

畜産の世界ではしばしばバイオセキュリティとい

るのですが、バイオセーフティという言葉と対で

う言葉が使われまして、例えばオーストラリアと

バイオセキュリティという言葉がしばしば使われ

かニュージーランドに行くと、バイオセキュリ

ています。これはいわゆるラボ、病原体を扱う実

ティといったら、どちらかというと動物分野で使

験室での考え方から来ているわけですが、バイオ

われる言葉で、外来の生物が国内に入ってきて生

セーフティというのは、危険な病原体から人、環

態系に影響を与えないように、というところが、

境を守るという概念。事故あるいは病原微生物の

彼らの意味するバイオセキュリティです。あるい

不適切な取り扱いや使用法によって発生するリス

は農業、食糧供給でもバイオセキュリティという

クなるべく少なくする。その広がりを可能な程度

言葉が出てきます。発生の文脈という点でも、一

まで抑えるという発想がバイオセーフティという

番狭い意味では意図的な行為により発生するもの

ものです。それに対してバイオセキュリティは、

を指しますが、自然発生的なものに対してもバイ

危険な人から病原体を守る、ラボでいえば、そう

オセキュリティという概念がよく使われていま

いった病原体を管理している場所に人を立ち入ら

す。ただこぢんまりとしたアウトブレイクに対し

せないとか、鍵を掛けるとか、アクセスコント

てというときよりも、国家レベルとか世界規模で

ロールをするとか、そういった取り組みです。こ

の流行といったものに対してのセキュリティを指

れが一番狭い意味でのバイオセキュリティという

していることが多いとは思います。

言葉ですが、ただ世間一般的には、いろいろな人
がいろいろな意味で使っています。

あとは対策のフェーズとしては、番狭い意味で
は予防の段階を指しますが、さらに事前準備（プ
リペアドネス）とか、あるいは検知から対応の
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セキュリティといわれていることもあります。こ

策のフェーズについても予防から検知対応まで広

れあ 3 つの要素から、実際にどういうことをバイ

く捉えてきました。

オセキュリティという言葉に含めて話をしている
のかを考える必要があります。

バイオセキュリティ研究会を振り返る
これから第 1 回から 6 回までの研究会の内容を

バイオセキュリティの概念
•広義：生物害に対する防御政策・対策
• 何を守るか？

ちょっと振り返ってみたいと思います。
安全・安心サイエンス
「感染症・バイオテロ勉強会」（後に“研究会”に改称）
#慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所

• 発生の文脈

• 対策のフェーズ

• 予防、事前準備、検知〜対応

（狭義の）

バイオセキュリティ
バイオプリペアドネス

「米国のセキュリティ・クリアランス制度」
永野 秀雄氏
（法政大学人間環境学部）

公衆衛生
&医学・生物学

症候群
サーベイランス
「感染症対策と安全保障」
佐藤 丙午氏
(拓殖大学)

R&D 戦略

法医学

ゲーミング・シミュレーション
机上演習

MOT
セキュリティ
クリアランス

クライシス
コミュニケーション
公衆衛生
行政

「厚生労働省の視点から見た
課題と対応の鳥瞰図」
中谷 比呂樹氏（厚生労働省）

災害チャーター
国際法

「テロ等の緊急時における
警報・避難・救急対応の諸問題」
福田 充氏（日本大学法学部）

幾つかの類義語もあります。一番狭い意味での

「バイオセキュリティに関するニーズとシーズの
マッチング・モデルの試案」
大林 厚臣氏（慶應義塾大学経営管理研究科）

微生物学
天然痘 ウイルス性出血熱

診断・検査

© 7RPR\D 6DLWR

バイオセキュリティは人を守る、発生の文脈とし

「バイオテロ早期探知のための
症候群サーベイランス」
大日 康史氏(国立感染症研究所)
「バイオテロと天然痘」
倉田 毅氏
（富山県衛生研究所）

「法医学から見た安全安心サイエンス」
的場 梁次氏
(大阪大学医学部法医学・大阪鑑察医事務所)

バイオディフェンス

「バイオテロ・新興再興感染症対策のための
シミュレーションを用いた机上演習」
出口 弘氏（東京工業大学）

「致死率の高い新興・再興ウイルス
感染症対策とバイオテロ対策」
西條 政幸氏（国立感染症研究所）

「バイオテロと国際法」
杉島 正秋氏
（朝日大学法学部）

国家安全保障

社会・人文科学

「災害チャーターについて」
ジョアンナ・ガブリノビッツ氏
（ミシシッピ大学）

「安全・安心のための社会技術」
堀井 秀之氏
（東京大学工学系研究科）

「我々の社会における安心とリスク」
神里 達博氏
（JST社会技術研究開発センター）

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

防を指します。一方、バイオプリペアドネスとい

始まっていますが、そのさらに前に、私が昔所属

う言葉があります。これは対策のフェーズの中で

していた慶應大学グローバルセキュリティ研究所

も、事前準備のところに焦点を当てた言葉です。

というところで、感染症バイオテロ勉強会という

バイオディフェンスという言葉が使われていたと

のを 2006 年から開催していました。当時はまだ

きは、どちらかというと、検知とか対応の辺りの

感染症対策というと、公衆衛生とか医学、生物学

キャパシティの話をするときによく使われる印象

のコンテクストで捉えるというのが一般的だった

です。

わけですが、それだけではなく社会科学、人文科
学的なアプローチにも目を向けようということで

バイオセキュリティの概念
•広義：生物害に対する防御政策・対策
• 人

ンスとかの話もある一方で、人文社会学的なアプ
ローチの話も含めて、こういった問題を幅広く議
論する場をつくってまいりました。

デュアルユースが懸念される研究とその教育

• 発生の文脈

衛生、ウイルス学、医学の話もあり、サーベイラ

演題４

• 何を守るか？

開催していた研究会です。そのため、コアな公衆

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

このバイオセキュリティ研究会は 2016 年から

演題３

ては意図的なところ。対策のフェーズとしては予

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

• 意図的・事故的・自然発生（国家〜世界規模）

年月より開催。
年月までは
オムニバス的に
広い領域を取り扱う

演題２

• 人

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

バイオセキュリティのランドスケープ

的なところから、自然発生のところまで広く、対

演題１

フェーズといったところの対応も含めて、バイオ

• 意図的・事故的・自然発生（国家〜世界規模）

• 対策のフェーズ

• 予防、事前準備、検知〜対応

本研究会での「バイオセキュリティ」
㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

本研究会でのバイオセキュリティは、一番広い
意味で取っています。ただ何を守るかというとこ
ろでは、今回は畜産とかそういった部門のバイオ
セキュリティも大事ですが、人を守るという観点
に絞っています。ただ発生の文脈については意図
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録

9

演題 1

バイオセキュリティのランドスケープ

慶應義塾大学*6(&バイオセキュリティワークショップ

“科学・技術の倫理と機微技術のリスク管理”

生物学的脅威を巡る認識のギャップ
自然発生

セッション：バイオセキュリティ
セッション：科学とグローバルセキュリティ：大学・研究
所における研究の規制・監視そして倫理
セッションパネルディスカッション

自然
発生型
感染症

再興型
感染症

予期せぬ
科学研究
結果

瑕疵

実験室
における
事故

不作為

安全認識
の欠如

政策の
失敗

敵対的目的

犯罪・
偽造
医療品

感染症対策
（公衆衛生）

平成年月

妨害
行為

生物テロ
生物兵器
計画

大量破壊兵器対策
（安全保障）
結果重視
低頻度でも重大な結果を
もたらすなら無視できない
（対応よりも）予防重視
閉鎖的

頻度重視
生物兵器は超低頻度
（予防よりも）対応重視
開放的

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

その後に慶應大学では、バイオセキュリティ

よく生物学的脅威のスペクトラムというのが例

ワークショップというのを企画しまして、先ほど

示されるのですが、いわゆる病原体の社会へのリ

2011 年からデュアルユースの問題というのが社

スクを自然発生的なものから人為的なものまでス

会的に注目を浴びるようになってきたという話を

ペクトラム分解したものを示していますが、一番

しましたが、それ以前からこのデュアルユース性

左側の自然発生の感染症とかであれば、基本的に

の話、それから大学・研究所での研究の規制、ガ

公衆衛生の分野の話です。

バナンスというものを議論していました。

だんだんと右側に行って人為的な要素が強くなっ

日本学術振興会二国間交流事業

てくると、公衆衛生の役割よりは大量破壊兵器対

日英合同セミナー

バイオセキュリティ、デュアルユースジレンマ
と生命科学者のための教育

平成年月

セッション 〔デュアルユース研究についての近年の動向〕
•
オーバービュー：デュアルユース生命科学研究とその問題点
–

•

防衛医科大学校

四ノ宮 成祥 氏

れ、両者が関わるべき領域ですが、現実的には、

金沢工業大学

この両者の取り組みにはギャップがあります。

セッション 〔生命科学者のためのデュアルユース教育モジュールとその実践〕
•
科学技術倫理の動向
–

•

•

札野

順氏

倫理教育におけるデュアルユース教育ブラッドフォード大学におけるワークショップ総括
–

てきます。ただ両方ともお互いに程度の差はあ

ブラッドフォード大学 マルコム・ダンドー 氏

生物兵器禁止条約におけるデュアルユース問題
–

策、安全保障対策というアプローチが中心になっ

ブラッドフォード大学

ジュディ・スチュアー 氏

アジア諸国におけるバイオセキュリティー教育の現状と教育モジュール、オンラインコース教育
–

ブラッドフォード大学 峯畑 昌道氏

セッション 〔デュアルユース研究に対するこれまでの対応と今後の展望〕
•
全米科学アカデミーのバイオセキュリティ及びデュアルユース・ リサーチに関するこれまでの活動、取り組み
–

全米科学アカデミー

ジョー・ハズバンド 氏

•

デュアルユース・リサーチ問題を考える際の推進力、
及び今後のデュアルユース・リサーチの展望

•

核不拡散と生物兵器不拡散の概念の違い、科学の
自由・発展、産業の振興を見据えた将来の
バイオセキュリティの在り方

•

国際ライフサイエンス評議会としての活動

–

–
–

全米科学振興協会

生物学的脅威を巡る認識のギャップ

ジェラルド・エプスタイン 氏

ミッドウエスト研究所

自然発生

瑕疵

不作為

敵対的目的

デイビッド・フランツ 氏

国際ライフサイエンス評議会

テレンス・テイラー 氏

また防衛医大の四ノ宮先生とも連携をして、
デュアルユースに関するセミナーなどもアメリ
カ、イギリスなどの研究者を招いて行っていまし
た。
このような活動を通じて、医学、生物学、公衆

自然
発生型
感染症

再興型
感染症

予期せぬ
科学研究
結果

実験室
における
事故

安全認識
の欠如

政策の
失敗

犯罪・
偽造
医療品

妨害
行為

生物テロ
生物兵器
計画

感染症対策
（公衆衛生）
大量破壊兵器対策

（安全保障）

頻度重視
生物兵器は超低頻度
（予防よりも）対応重視
開放的

結果重視
低頻度でも重大な結果を
もたらすなら無視できない
（対応よりも）予防重視
閉鎖的

衛生学から安全保障まで、広くいろいろな人が意

これらの分野は、基本的に考え方が違う領域で

見交換をして、このバイオセキュリティという問

す。感染症は、日々起こっていることなので、ど

題を議論していかなければならないということを

れくらいの頻度で起こっているかがまずは重視さ

強く認識していました。

れ、生物テロとか生物兵器とか、起こるかどうか
も分からないことを考えている余裕がない、とい
うのが公衆衛生側のスタンスであります。一方で
大量破壊兵器対策、あるいは安全保障という観点
では、頻度というよりは結果が重視です。普段起
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パクトの大きさによってプライオリティーが変わ
ります。本当に起きるか起きないのか分からない
ようなことであっても、国家的に重大な結果をも
たらすのであれば、これは取り組まなければいけ
ないのです。すると両者の物事への取り組みの優
先順位というのは、ギャップが出てきてしまいま
す。

第１回研究会

バイオセキュリティのランドスケープ

きにどれくらいのインパクトがあるか、そのイン

演題１

きているか起きていないかはともかく、起きたと
「バイオセキュリティの諸問題」
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

病原体検体共有と外交紛争
牧野

友彦 （国立感染症研究所・:352）

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（当時））

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）

公衆衛生側は、発生の予防というのは当然でき
第 1 回は、まずはこの研究メンバーがどういう

重視します。また、公衆衛生側は、情報はできる

ことをやるかということを、お話をするキックオ

だけ共有して開放的、オープンに議論するのが当

フミーティングという形で開催しました。

然、というスタンスですが、安全保障側はどうし
て も 閉 鎖 的 に な っ て し ま い ま す。 こ の 両 者 の
ギャップは、なかなか埋め難いものではあります
が、そこを近づけていくには、こういったバイオ
セキュリティ研究会などで、場を設けて議論して
いくところから始めなければいけません。
回

演者

「バイオセキュリティの諸問題」

国立保健医療科学院
:+2西太平洋事務局
東京工業大学（当時）
防衛医科大学

齋藤 智也
牧野 友彦
木賀 大介
四ノ宮 成祥

第回
年
月日

「生物兵器禁止条約」

外務省
防衛省防衛研究所
日本医療科学大学
防衛医科大学
科学技術振興機構

磯崎 恒明
田中 極子
天野 修司
四ノ宮 成祥
峯畑 昌道

第回
年
月日

「感染症危機管理の人材育成」

第回
年
月日

「生物兵器禁止条約と関連議論の進展」

第５回
年
月日

参加者：名

参加者：名

参加者：名

参加者：名

「ドイツにおける公衆衛生とセキュリティ
の連携リシン爆弾製造未遂事件への
対応と生物テロ演習」

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
厚生労働省
杉原 淳

外務省
元国連委員
国立保健医療科学院
防衛医科大学
早稲田大学
ロベルトコッホ研究所

磯崎 恒明
古川 勝久
齋藤 智也
四ノ宮 成祥
木賀 大介
&ヘルゾグ

「次世代のバイオセキュリティ」
参加者：

• 国家間 非国家主体

• 管理対象の変化

• 生物兵器剤科学技術

旧来の国家間紛争
（軍縮のガバナンス）
からの逸脱
古典的予防アプローチの限界

デュアルユース技術
へのアプローチ
生物兵器禁止条約が主要な議論の場

被害管理を含めた
リスク管理の重要性の認識
＝公衆衛生分野への接近

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

次の第 2 回を企画するに当たって対象としたの
が、生物兵器禁止条約です。先ほど紛争ランドス
ケープの変化、というお話をしましたが、まさに
こういったアクターの変化とか、古典的予防アプ

参加者：名
第６回
年
月日

• アクターの変化

国立保健医療科学院
防衛省防衛研究所
早稲田大学
防衛医科大学

齋藤 智也
田中 極子
木賀 大介
四ノ宮 成祥

ローチを模索している場が、この生物兵器禁止条
約というプラットフォームです。

デュアルユースが懸念される研究とその教育

行ってまいりました。第 5 回は、都合により会議

演題４

この 6 回の研究会ですが、年に 1 回ペースで

ローチの限界を感じ、新たなリスク管理のアプ

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

日時とテーマ・参加者数

第回
年
月日

• 生物兵器を巡る紛争ランドスケープの変化

演題３

バイオセキュリティ研究会 VLQFH

バイオセキュリティと紛争研
究

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

にありますが、安全保障側は、対応よりも予防を

演題２

ないので、どちらかというと対応を重視する傾向

録は作成しておりませんが、それ以外は、全て会
議録をホームページ上で公開しています。幾つか
の講演については、biosecurity.jp のホームペー
ジからアクセスすると、YouTube にアップされ
ている動画を見ることができます。お時間があれ
ば、ぜひご覧いただければと思います。第 1 回の
参加人数は 34 名でしたが、だんだんと増加して
一番多いときには 68 名もの方に来ていただいて
います。
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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演題 1

バイオセキュリティのランドスケープ

第回研究会
「生物兵器禁止条約」
第８回生物兵器禁止条約運用検討会議報告
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

生物兵器禁止条約における対立構造
田中極子 防衛省防衛研究所理論研究部
社会・経済研究室
信頼醸成措置 &%0 の今後の役割
天野修司

日本医療科学大学保健医療学部

生命科学のデュアルユース性に関する議論の今後
四ノ宮成祥

防衛医科大学校分子生体制御学

我が国における生命科学者によるデュアルユース
問題認識の現状
峯畑昌道

科学技術振興機構研究開発戦略ｾﾝﾀｰ

総合討論「生物兵器禁止条約の生物兵器
・テロ対策における今後の意義」
モデレーター 齋藤智也
国立保健医療科学院健康危機管理研究部

第回研究会

「生物兵器禁止条約と関連議論の進展」
生物兵器禁止条約の議論の進展
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
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
古川勝久 国連安全保障理事会・北朝鮮制裁委員会
（委員会）専門家パネル元委員
公衆衛生とセキュリティの連携強化に向けて
齋藤智也 国立保健医療科学院健康危機管理研究部
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
ゲノムスケール'1$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

運用検討会議というのが 5 年に 1 回行われる他

この運用検討会議では、専門家会合は次年度は

に、専門家会合とか、あるいは締約国会合という

やらないということにはなったのですが、締約国

ものが行われているわけですが、これら会合での

会合は次の年に行われまして、そこでまた専門家

議論に追従して、国内での議論の場を同様に設け

会合などが復活することになり、少しずつ動きを

る必要があると考えていました。まさにこの研究

取り戻してきたところですが、8 月に行われる専

会が最適な場ということで、この研究会で生物兵

門家会合の直前に、そのような状況を第 4 回研究

器禁止条約をテーマにした研究会を 2 回行ってい

会で取り上げ、議題としました。

ます。
1 つ目がこの第 2 回研究会ですが、ちょうど前
年の運用検討会議で、これまで少しずつ、この前
の 5 年、10 年と、デュアルユースの取り組みなど
をいろいろと非常にいい形で進んできて、次のス
テップに行けるかなと思っていたら、最後の最後
で議論が決裂してしまって、振り出しに戻るよう

第回研究会

「感染症危機管理の人材育成」
バイオセキュリティと求められる人材像
齋藤智也 国立保健医療科学院
健康危機管理研究部
厚生労働省感染症危機管理専門家
養成プログラム（,'(6）の経験
*$9,ワクチンアライアンスでの経験
氏家 無限 国立国際医療研究センター
国際感染症センター

な形になった直後の会議でありました。

米国保健福祉省での経験
杉原 淳
厚生労働省
大臣官房厚生科学課

外務省の生物・化学兵器禁止条約室長からその
運用検討会議での議論の経過を報告いただき、そ
こでどうして議論が決裂したのか、どういう対立
構造、国間の対立、議論の対立構造があったの

この間にあった第 3 回研究会では、これは少々

か、そして今後の生物兵器禁止条約の役割は何か

異なる視点の話で、公衆衛生寄りの話ですが、バ

といったことを議論しました。

イオセキュリティ分野の人材育成の話をさせてい
ただきました。
ここで私からお話をさせていただいたのは、バイ
オセキュリティという分野で求められる人材像で
す。まずは公衆衛生上の感染症危機管理を行える
人材、これが一つの重要なベースになるわけで
す。
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演題１

• 公衆衛生の「感染症危機管理」は重要なベース
• 実地疫学・医療の専門家
• 公衆衛生分野への発展

• 3UHSDUHGQHVV
• (PHUJHQF\5HVSRQVH2SHUDWLRQV

バイオセキュリティと求められる人材像
• バイオセキュリティのトピックの拡大
新興・再興感染症

• エボラ、0(56、=LND
• $05（多剤耐性菌）
• 2QH+HDOWK

人為的感染症（バイオテロ）対策
•
•
•
•
•

感染症危機管理人材養成プログラム
,QIHFWLRXV'LVHDVH(PHUJHQF\6SHFLDOLVW7
UDLQLQJ3URJUDP ,'(6

リスク・脅威評価
法疫学 )RUHQVLF(SLGHPLRORJ\
多機関連携
生物兵器対策 生物兵器禁止条約）
大量破壊兵器対策（輸出管理、国連委員会等）

生命科学の進展と生物学的脅威

より0XOWL,QWHUGLVFLSOLQH
（学際的）な人材の必要性
公衆衛生
安全保障
生命工学
政策

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求められる人材像

• 生命科学のデュアルユース性の管理
• バイオリスク管理（生物多様性条約等）
• 研究倫理

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

新興・再興感染症もいろいろな種類が出てきて

ときに現地に入って調査を行って原因を明らかに

います。そこに最近は多剤耐性菌、AMR という

して、そして対策を行える専門家、感染症危機管

言葉をよく聞くようになりましたが、さらにワン

理の人材といえばそういう方、あるいは医療の専

ヘルス、動物由来感染症などへの取り組みという

門家の方でした。しかし、近年それ以上のキャパ

のも、グローバルには非常に関心が高まっていま

シティが求められるようになりつつあり、そう

す。

いった現場のマネジメントとか公衆衛生対策のマ

これはある意味、古典的といえば古典的な部分

ネジメントといったところも含めてできる人材

であるのですが、さらにそこにバイオテロ対策と

を、という動きが出てきています。

いうところで、これも公衆衛生のいわゆる感染症

などを契機に、こういった実地疫学専門家、さら

の評価、インテリジェンスの話であったり、ある

にプラスの要素、マネジメントなどの要素も含め

い は 犯 人 捜 し を 行 う と き の 法 疫 学、Forensic

た人材が必要ということで、厚労省のほうでは感

Epidemiology の話であったり、そういった公衆

染症危機管理人材養成プログラム、通称 IDES と

衛生以外の機関との連携をどうするかという多機

いうものを立ち上げています。

関連携の話であったり、それに加えて、生物兵器

この第 3 回研究会では、この IDES の第 1 期生

禁止条約とか、大量破壊兵器対策に関する知見、

のお 2 人に来ていただきまして、人材養成プログ

こういったものを含めて理解している人物という

ラムで学んだことを、お話いただきました。感染

のが必要になってきています。

ティの幅が広がってきていますが、加えて私のほ

象が変わり、病原体だけでなく生命科学、科学技

うから申し上げたいのは、バイオセキュリティの

術というもののリスク管理というのも、スコープ

分野で議論されるトピックが、非常に多様な分野

の中に入れていかなければなりません。そういっ

が関係する領域になっているということです。

たデュアルユース性の管理の問題、あるいは研究
倫理といったところまでを含めて、より学際的な
人材が必要、という話をさせていただきました。

第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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デュアルユースが懸念される研究とその教育

そしてもう一つ、バイオセキュリティの管理対

演題４

症危機管理の人材も、そういった形でキャパシ

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

対策という議論を超えて、テロへのリスクや脅威

演題３

2014 年のエボラ出血熱、西アフリカでの流行

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

これまでは実地疫学調査という、何かが起きた

演題２

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

演題 1

バイオセキュリティのランドスケープ

ロベルト・コッホ研究所スタッフ

第５回バイオセキュリティ研究会
ドイツにおける公衆衛生とセキュリティの連携：
リシン爆弾製造未遂事件への対応と生物テロ演習
クリスチャン・ヘルゾグ博士
ドイツ・ロベルトコッホ研究所 生物学的脅威・特殊病原体センター
生物脅威・特別病原体連邦情報センター長


警察とロベルト・コッホ研究所（国立感染
症研究所）の専門家が一緒に現場に入る。

準備段階からのインテリジェンス・警察との濃密な連携事例を紹介

第 5 回研究会では、ドイツのロベルトコッホ研
究所という、日本でいう国立感染症研究所に当た

出展：http://www.dw.com/en/german-police-carry-out-more-raids-incologne-after-charging-man-with-making-biological-weapon/a-44236311

る機関ですが、そちらで生物学的特殊脅威・特殊

これは昨年（2018 年）の 6 月に実際にあった事

病原体センターという、エボラ出血熱や生物兵器

件ですが、リシンという毒素を使った攻撃計画を

などに使われるような病原体など、めったに起こ

立てていたチュニジア人がドイツで逮捕されたと

らないような感染症を中心とした対策を行ってい

いう事件でした。インターネット上のニュースを

る セ ク シ ョ ン か ら、 セ ン タ ー 長 を し て い る

見ると、ロベルトコッホ研究所のスタッフが警察

Christian Herzog 博士に来ていただき、ドイツで

と現場に踏み込んでいくという映像が出ており、

のリシン爆弾製造未遂事件への対応を事例とし

まさに現場で公衆衛生機関と警察が連携して対処

て、公衆衛生とセキュリティの連携が現場でどの

に当たるという事例を見ていたわけですが、話は

ように行われているか、というお話を聞かせてい

現場で当日にどうするか、というだけの話ではな

ただきました。

い、もっともっと深い話をお聞かせいただきまし
た。インテリジェンス部門がこのリシンに関する

+HDOWK 6HFXULW\の問題認識

脅威というものが存在するというところをキャッ

連携強化の取組み事例

チした時点から情報共有を行って、テロリストが
持っている情報がどの程度確かなものなのか、実

公衆衛生と警察の連携

際にリシン毒素などが作れるようなマニュアルを

• 米国

• &'&)%,合同捜査ワークショップ


第回バイオセキュリティ研究会

持っているのかとか、今はどういう準備段階であ
るのか、どういうことが行われそうな可能性があ

• ドイツ

• ロベルトコッホ研究所 5., ・ベルリン市警

第回バイオセキュリティ研究会

るのかという情報共有が行われていたとのことで
す。
実際に前の年には、現場に踏み込む演習までを

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

行い、そして最終的には爆弾を作る寸前になった

第 4 回研究会の時にも、いわゆる公衆衛生と警

ところで一緒に踏み込んだという、数年にわたる

察の連携というのが非常に重要であること、それ

取り組みだったという、非常に良い参考となる事

を強化する取り組みとして、アメリカの疾病対策

例をご紹介いただきました。

センター（CDC）と連邦捜査局（FBI）が合同捜
査ワークショップというのを開いて、さらに国内
の州を回ってセミナーをやって、連携を強化する
取り組みを進めているという話をしました。第 5
回では、ドイツでの事例をご紹介したわけです。
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•

国際保健規則（,+5）で求められるコア・キャパシティ

•

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

•

予防 3UHYHQW 、検知（'HWHFW 、対応 5HVSRQG 、
その他,+5関係ハザードと入国地点 2WKHU,+5UHODWHG
KD]DUGVDQG3R(V の大項目で構成。
各小項目を５点満点で評価

•

年に開始。すでにカ国以上が実施済み。

•

日本は年月に評価を受けた。

–

–

–

-((-DSDQ0LVVLRQ

5公衆衛生当局と治安当局の連携

（原因を問わず）健康危機を検知し、迅速に対応する基本的能力

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

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

ドイツの事例は、日本にとって良いロールモデルとなりうる

外部評価報告書が月に公開済み

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

この評価項目で、色々と提言がされています

な 問 題 に な り つ つ あ り ま す。 世 界 保 健 機 関

が、治安当局と厚労省との連絡や情報交換を強化

（WHO）は、国際保健規則（IHR）という国際的

することを検討すること、というのが指摘されて

なルールの中で、原因を問わずに健康危機を検知

います。第 5 回で紹介していただいたドイツの事

し、迅速に対応する基本的な能力を各国が構築す

例というのは、日本にとっては、非常に良いロー

ることを求めています。その体制を、外部評価す

ルモデルとなり得るものだったと思っています。

る、合同外部評価（JEE）という取り組みを行っ
公衆衛生とセキュリティの連携

ています。

領域 技術分野 評価指標

検知

' 国内検査システム
'リアルタイム・サーベイランス
'報告
'要員育成

5準備態勢
5緊急時対応活動
5公衆衛生当局と治安当局の連携
5対抗医薬品と要員展開
5リスクコミュニケーション

その他の,+5対象ハザードと入域地点
3R(入域地点
&(化学物質に関する事象
5(核・放射線源に関する緊急事態

は*+6$のアクションパッケージに含まれている項目

公衆衛生とセキュリティの連携

国内外の取組みXSGDWH

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

3国内の法令、政策および資金
3,+5の調整、連絡およびアドボカシ―
3薬剤耐性 $05
3動物由来感染症
3食品安全
3ﾊﾞｲｵｾｰﾌﾃｨとﾊﾞｲｵｾｷｭﾘﾃｨ
3 予防接種

対応

演題３

合同外部評価 -(( の評価項目

―国内外の取組みのアップデート

• 国内

• 川崎市健康危機管理研修会 年月）

• :+2

• 0DQDJLQJ)XWXUH*OREDO3XEOLF+HDOWK5LVNV%\
VWUHQJWKHQLQJ&ROODERUDWLRQEHWZHHQ&LYLOLDQ
DQG0LOLWDU\+HDOWK6HUYLFHV 年月
• 7HFKQLFDO&RQVXOWDWLRQRQ1DWLRQDO&URVVVHFWRUDO
&ROODERUDWLRQEHWZHHQ6HFXULW\DQG+HDOWK6HFWRUV
年月

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

最後に、公衆衛生とセキュリティに関する国内

うな外部評価報告書というのが、昨年の 9 月に公

外の取り組みについて、第 4 回の研究会でも幾つ

開されています。その中に公衆衛生当局と治安当

かお話をしたのですが、その後のアップデートを

局の連携という評価項目があります。

お話させていただきます。国内の事例としては、
川崎市で昨年 9 月に行った研修会をご紹介しま
す。それからもう一つは、WHO での取り組みで
すが、これは 2017 年の 10 月に 1 回目の会議があっ
て、その後の昨年の 12 月にあった会議の話をさ
せていただきます。

第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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本でも昨年の 3 月に評価を受けています。このよ

演題４

現時点で 90 カ国以上が実施していますが、日

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

日本でも警察と公衆衛生の連携というのは重要

演題２

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

予防

バイオセキュリティのランドスケープ

-RLQW([WHUQDO(YDOXDWLRQ-((

演題１

,+5コアキャパシティに関する合同外部評価

演題 1

バイオセキュリティのランドスケープ

感染症対策だけでは足りない

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

警察と公衆衛生の連携ニーズ
• 米国炭疽菌郵送テロ事件 
• 捜査との連携
• )%,と&'&の連携が強化される

• 通常のアウトブレイク対応とは全く異なる社会状況

• 年に公衆衛生機関と法執行機関が締結する028
のモデルを示し、全米でワークショップ &'&)%,合同
捜査・調査ワークショップ）の提供を開始。

• 公衆衛生当局で完結しない対応（多機関連携）

• 合同捜査ハンドブックの提供

• 自然流行から想定し得ない流行形式
• 対応計画、疫学調査

• スピード、信頼性、秘匿性、信頼性、メディア、社会心理
• 初動が消防も？
• 法執行機関との連携

e第回バイオセキュリティ研究会

&ROODERUDWLRQEHWZHHQ3XEOLF+HDOWKDQG/DZ(QIRUFHPHQW
1HZ3DUDGLJPVDQG3DUWQHUVKLSVIRU%LRWHUURULVP3ODQQLQJDQG5HVSRQVH
&ROODERUDWLRQEHWZHHQ3XEOLF+HDOWKDQG/DZ(QIRUFHPHQW7KH&RQVWLWXWLRQDO&KDOOHQJH
ŨƐƈƕƊƌƑƊŃŬƑƉƈƆƗƌƒƘƖŃŧƌƖƈƄƖƈƖŃ 

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

生物テロ対策というのは感染症対策だけでは足

アメリカでは炭疽菌郵送テロ事件を機会に、

りず、公衆衛生の準備だけではなくて、セキュリ

FBI と CDC との連携が強化されています。各州

ティ機関との連携が重要です。特に公衆衛生機関

で、公衆衛生機関と法執行機関が MOU（覚書）

が行っていることだけでは足りない部分というの

を結んで連携を強化していくというモデルを示し

が、一つが予防の観点で、ヒト・モノ・カネの管

て、全米でワークショップを行っています。警察

理という、警察などでないとできない部分です。

はどういう手順で何をする、公衆衛生側はどうい

それから、頻度が低い事象はなかなか考える時間

う手順で何をするといったことがコンパクトにま

がない、非常にまれな感染症を想定した準備とい

とまった「合同捜査ハンドブック」も作って、い

うのは、なかなかできていないところがありま

ざそういった生物テロが疑われるような事例が発

す。それから自然流行からは想定し得ない流行形

生したときに、円滑に対応できるような枠組みに

式、人為的にばらまかれると、普段の発生様式と

取り組んでいます。

は異なる発生になる可能性があるわけですが、そ
ういったところもなかなか想定できないところで
す。
ただこういった部分を考えるには、やはりイン
デリジェンス部門からのインプットというのが必
要です。何に対して準備していいのかというの
が、やはり相手がいる話なので、その部分が分か
らないと公衆衛生部分としては備えようがないわ
けです。そこで先ほどの提言にもあったような、
情報共有というのが必要になってきます。
あとは、実際に起きたときの社会的状況という

公衆衛生とセキュリティの連携

枠組みはある？
• 多機関連携

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

• 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）

• 1%&テロ対策の役割分担
1%&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

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

のはまた違うので、普段の感染症対策とはまた一

では国内ではどうなのかというと、枠組みはい

段レベルの違う対応をしなければいけないという

くつかあるでしょう。さまざまな機関が関係する

側面があります。そして、普段の感染症でやって

場合には内閣官房を中心とした調整メカニズムが

いるような公衆衛生当局だけでは完結しない対応

あり、あるいは新型インフルエンザであれば特別

ということで、消防と連携したり、あるいは警察

措置法、あるいは国民保護法といった法律でも、

と連携したりということが必要になってきている

さまざまな機関が一体となって対応する枠組みが

わけです。

作られています。
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公衆衛生とセキュリティの連携

•1%&テロ等現地関係機関連携モデル

シナリオ
• 市立病院より、肺炭疽疑い患者の報告が
保健所に寄せられた。

•国民保護訓練

• 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

川崎市健康危機管理研修会の事例

バイオセキュリティのランドスケープ

枠組みはある？

演題１

公衆衛生とセキュリティの連携

– バイオテロを疑いますか"
– この第一報をどのように評価し、関係機関に報告
していくか、そのプロセスを検討してください。

• ねらい

– リスク・脅威評価の共有
– 報告プロトコル（手順）の共有

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

具体的なシナリオとしては、一つは、市立病院

割分担はあります。現地関係機関の連携モデルと

から肺炭疽疑い患者の報告がありました、このと

いうのも示されています。国民保護訓練では、警

きにバイオテロを疑いますか？というシナリオで

察、保健所も参加して生物テロのシナリオでも訓

す。この一報が入ったときに、どのようにリスク

練が行われています。ただ実際に、警察と保健所

を評価して、関係機関にはどこまで連絡をします

が連携をしたり、情報共有を具体的に試行する、

か、どういうプロセスで報告を上げていきますか

といった訓練とか検証の機会というのはなかった

という議論をするものです。このような一報が保

のではないでしょうか。

健所に入った場合に、いきなり警察まで情報が行

川崎市健康危機管理研修会の事例

実際にこのような一報が入ったときの報告プロト

• 公衆衛生 

コルを共有してもらう、という演習を行いまし

• 警察 ６
• 消防 １

生物テロシナリオに基づき、
公衆衛生側と警察側が
リスク評価、対応手順を検討

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

紹介します。生物テロ関係の訓練ができないかと
加者の半分ぐらいは公衆衛生、保健所の方です
が、ここに神奈川県警の方も参加し、消防の方も
参加し、市役所の危機管理の担当者も参加して机
上訓練を行いました。幾つかのテーブルに分かれ
るんですが、そこでは保健所の人たちと警察の人

川崎市健康危機管理研修会の事例
シナリオ
•
•

イギリスで大規模な爆弾テロが発生し、日本もテロリストから対象国に
名指しされている。
川崎市中原区の高層マンションの１室に住む国会議員より番通報。
「外国からの封筒を空けたら白い粉が舞い上がった！」
– 警察内部での報告・対応手順は？
– どの段階でどのようにして警察から保健所等に情報共有される？
– 炭疽菌陽性だった場合、保健所の役割は？

• ねらい

– 対応手順の共有
– 既存の合意文書の認識
– 最適な報告のタイミングの理解

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

たちが半々ぐらいで席に着き、幾つかのシナリオ

もう一つのシナリオは、テロの脅威が差し迫っ

に基づいた手順とか、手順に関する情報交換、検

ている状況という設定です。イギリスで大規模な

討というのを行いました。

爆弾テロが発生し、日本もテロリストから対象候
補に名指しされているような状況で、川崎市中原
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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いうことで、昨年の 9 月に行った研修会です。参

公衆衛生とセキュリティの連携

演題４

そこで川崎市で私が企画して行った研修会をご

た。

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

• 参加者

• 国立保健医療科学院 齋藤智也

ただくというものです。この議論を通じて、保健
いった情報の脅威をどう評価するか、といった、

• 年月日

• 危機管理 ６

察はどのように動くか、といった手順を話してい
所ならリスク評価はどうするか、警察側はこう

• 開催日

• ファシリテーター

くか？とか、では警察に情報を入れたとしたら警

演題３

公衆衛生とセキュリティの連携

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

また、NBC テロ対策について、関係省庁の役

演題２

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

演題 1

バイオセキュリティのランドスケープ

区、武蔵小杉の辺りのタワーマンションに住む要
人から、外国からの封筒を開けたら白い粉が舞っ

公衆衛生とセキュリティの連携

た、という一報が入ったときに、どのように対応

国内外の取組みXSGDWH

するか、という設問です。恐らくは警察に一報が

• 国内

入ると思うのですが、これを受けた警察はどう情
報を回していくのか。保健所にはいつ情報が入る
のか、炭疽菌が仮に陽性だった場合に、保健所は
どうするのか。あるいは検体を検査するときに、
保健所、地方衛生研究所はどういう形で情報を提
供されるのか、検体がどのように持ち込まれるの
か、といった対応の話をしていただきました。

• 川崎市健康危機管理研修会 年月）

• :+2

• 0DQDJLQJ)XWXUH*OREDO3XEOLF+HDOWK5LVNV%\
VWUHQJWKHQLQJ&ROODERUDWLRQEHWZHHQ&LYLOLDQDQG0LOLWDU\
+HDOWK6HUYLFHV 年月
• 7HFKQLFDO&RQVXOWDWLRQRQ1DWLRQDO&URVVVHFWRUDO
&ROODERUDWLRQEHWZHHQ6HFXULW\DQG+HDOWK6HFWRUV
年月

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

このように、対応手順を共有するとか、あるい

もう一つの話ですが、WHO の取組み、特に公

は現地機関連携モデルのような既存の合意文書を

衆衛生分野における軍民連携について、ご紹介を

どのように認識して、どのように運用するつもり

させていただきたいと思います。この議論の一つ

なのかとか、あるいはお互いの機関にどのタイミ

のそのきっかけとなっているのが、2014 年の西

ングで報告が入ってくるべきなのか、など、架空

アフリカでのエボラウイルス流行の教訓です。西

のシナリオで具体的に話し合う機会を設ける、と

アフリカの全く基盤的なリソースがない所に、制

いう研修会をやってみました。

圧のため、診療などのための支援を入れるといっ

公衆衛生とセキュリティの連携

川崎市健康危機管理研修会の事例
成果

• 保健所担当者と警察担当者が同じテーブル
につくことができた。
• 警察からの参加者に好評
– 保健所の方と話をする良い機会
– 「非常に楽しかった」「また参加したい」

ても、使えるインフラが全くない状況です。そう
するとそういった所に支援に入れる自己完結型の
機関というと、軍のリソースに頼らざるを得ない
側面があります。実際に、アメリカとかイギリス
がそういった軍のリソースを提供して支援に当た
るわけです。このような軍のリソースを、国際保
健規則に基づくコア・キャパシティ開発に、主に
途上国の話ではありますが、もっと活用していく
べきだ、という考え方で、そのために、WHO か
らガイダンスを提供しよう、という動きです。

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

研修会の成果としては、2 つの全く性質が異な
る機関が、同じテーブルに着いて議論することが
できた、これだけでも非常に大きなことだったと
思っています。意外に警察の方からのほうが好評

0DQDJLQJ)XWXUH*OREDO3XEOLF+HDOWK5LVNV
%\VWUHQJWKHQLQJ&ROODERUDWLRQEHWZHHQ
&LYLOLDQDQG0LOLWDU\+HDOWK6HUYLFHV
• グローバルヘルスセキュリティ
と,+5コアキャパシティの強化を目的

で、実際に保健所の方と話す機会が持てて非常に

• カ国から公衆衛生・軍関係者
計人が参加

良かったとか、非常に楽しかった、また参加した

• 自然災害（洪水）、生物テロ
シナリオを共に検討

い、といった声が聞かれました。実務的な連携の
強化という意味で、一つ良いモデルができたので

• 多機関連携、軍民連携モデルの
あり方を共有、検討
• 国による多様性を認識

はないかと思っています。
㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

第 1 回のミーティングが 2017 年にインドネシア
で開かれていますが、44 カ国から 160 人も集まっ
て、自然災害のシナリオと生物テロのシナリオを
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7HFKQLFDO&RQVXOWDWLRQRQ
1DWLRQDO&URVVVHFWRUDO&ROODERUDWLRQ
EHWZHHQ6HFXULW\DQG+HDOWK6HFWRUV
• 前回会議の提言を受けて開催

• “countries should develop a national framework for collaboration
EHWZHHQFLYLOLDQDQGPLOLWDU\KHDOWKDQGVHFXULW\VHFWRUVDQGWKDWWKH
WHO should support this.”

• 各国の,+5コアキャパシティに関連した軍民連携の事例を共有

• 公衆衛生とセキュリティセクター（特に軍）
の協働フレームワーク開発に向けた
ガイダンスに含むべき内容を議論

,+5コアキャパシティと防衛省・自衛隊
検疫

感染症

法・政策

動物由来
感染症

食品安全

化学

ー

ー

連携・調整

ー

サーベイランス

核
放射線

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

対応

✔️

✔️

✔️

ー

✔️

✔️

プリペアドネス

ー

✔️

✔️

ー

✔️

✔️

ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

人的資源

ー

ー

ー

ー

✔️

ー

ラボ

ー

✔️

ー

ー

✔️

ー

ー

作成：国立保健医療科学院健康危機管理研究部 齋藤智也

項目を示しています。縦軸に具体的項目として、

始まるわけですが、前回の会議の提言がそれぞれ

プリペアドネス、リスクコミュニケーション、人

の 国 で、「national framework for collaboration

的支援、ラボと分けたマトリックスです。これは

between civilian and military health and

全くの私の主観で作成したマトリックスなので、

security sectors」、軍とセキュリティセクターと

もしお気付きの点があれば、いろいろとご意見を

公衆衛生機関が連携するフレームワークというの

頂きたいと思います。検疫体制に関しては、2009

を作るべきだというものでした。WHO はそれを

年の新型インフルエンザ発生時に検疫をオペレー

サポートするべきだ、という提言が出されまし

ションする検疫官として、医師・看護師を防衛

て、 そ れ を 受 け て 具 体 的 に、 ど の よ う な 形 で

省・自衛隊から派遣した事例が有名です。感染症

WHO がアドバイスするべきか、という議論を

対策についても、通常の感染症対策の中では基本

行ったのが、この 12 月の会議でした。参加者が

的に役割はないと思いますが、最近、防衛省での

様々な軍民連携の事例を共有し、ではどういった

感染症対応体制というのが重視されつつありま

点に注意すべきか、協働フレームワークというの

す。自衛隊中央病院も第一種感染症指定医療機関

を国で作る上で、どのような内容を盛り込むべき

と指定されておりまして、防衛省・自衛隊のリ

か、という内容を議論しました。

ソースを感染症対応で使っている事例がありま

も防衛省、自衛隊のキャパシティを活用している

物由来感染症では、鳥インフルエンザが発生した

部分がある、ということです。感染症対策で頼っ

際に災害支援ということで、鳥の殺処分などによ

ているという意識はあまりなかったのですが、よ

く協力しています。フードセーフティ、食品安全

くよく考えてみると、色々な観点で重要な役割を

についてはおそらくそれほど関わる機会はないと

果たしていることに気付きました。各国で軍が

思いますが、化学剤については化学学校がラボ機

持っているリソースも違うので、果たす役割は全

能で、また、そのラボを使ったトレーニング、人

く異なるんですが、会議の時に紹介されていたマ

材養成にも貢献している部分があります。核・放

トリックスを使って、日本国内での状況を私なり

射線についても、原発事故などで出動した事例が

に検討してみたのがこの図です。

あります。よく整理してみると、IHR コア・キャ
パシティという文脈の中で保健中心ではあるので
すが、そこにセキュリティセクターとの連携とい
うのが、日本でもこういった形であるのかな、と
考えた次第です。
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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す。ラボはいわゆるモバイルラボがあります。動

演題４

そこで私が参加していてふと思ったのが、日本

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

法とか政策、連携調整、サーベイランス、対応、

演題３

第 1 回の会議では、まずその必要性の認識から

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

横軸に、IHR で求められているキャパシティの

演題２

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

バイオセキュリティのランドスケープ

在り方を検討しました。

演題１

演習形式で会議を行って、軍民連携モデルなどの

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のランドスケープ
• 人為的な生物学的脅威に限らず、公衆衛生
・セキュリティーセクター双方の問題認識、
役割の認識、当事者意識が向上

• より具体的な連携方法の構築段階へ

• 計画、手順の整備、訓練・演習による検証等
• )RUPDOLQIRUPDO：実効的な連携の両輪

• 国内ではマスギャザリングイベントの活用が鍵か
• 政治的”モーメント”の活用

㻞㻜㻝㻥㻚㻝㻚㻝㻥㻌㼨㻌第㻢回バイオセキュリティ研究会

最後にまとめです。バイオセキュリティのラン
ドスケープについては、ここ 4 年間の研究の中
で、人為的な生物学的脅威という文脈に限らず、
公衆衛生、セキュリティセクター、双方で両者の
連携について、問題意識、それからお互いに役割
の認識、それから当事者であるという意識が向上
してきたのではないかと考えています。さらにそ
の具体的な連携方法の構築段階に、半歩か一歩進
んだ段階に来ており、具体的な計画の手順の整
備、訓練、演習による検証という段階に進みつつ
あると考えています。さらに、こういったフォー
マルなプロセスとともに、インフォーマルな「顔
の見える関係をつくる」ことが実効的な連携をつ
くってゆく両輪として重要、です。
国内で、では、さらにここをもう一歩進めると
いうことになりますと、ここ数年はマスギャザリ
ングイベント、具体的には来年のオリパラという
のが一つの鍵になると考えています。こういった
政治的モーメントの活用が、国内では特に重要に
なる局面にあると考えています。

20

第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録

演題１

演題 2

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のグローバルガバナンス
田中 極子
防衛省防衛研究所 主任研究官

ます。防衛省の防衛研究所に所属しておりまし

連携してきているかということを、グローバルガ

て、生物化学兵器の軍備管理と軍縮不拡散を主に

バナンスという形でお話をさせていただきます。

研究しておりました。去年の 4 月から、安全保障

国際関係学において、特定の分野の問題につい

理事会の安保理決議 1540 号という非国家主体、

て、明示的に何かしらの原理原則があって、それ

テロ等への大量破壊兵器の不拡散の決議があるん

を追及するための規範理念を作って、そのために

ですけれども、それの委員会の専門家グループに

ルールを設定して、意志決定の機関を持ってとい

出向をしております。

う形でガバナンスという形ができているものにつ

させていただきます。ただ 1540 委員会の話もこ

うに分析することがあるんですけれども、そう

の内容にちょっと関わってまいりますので、後ほ

いった分析ツールを利用しての形で、グローバル

どスライド等で少しご紹介をさせていただきたい

ガバナンスの形成について話をさせていただきた

と思います。

いと思います。
具体的にどういう話をしますかといいますと、
バイオセキュリティに関しましては、安全保障と
いう分野で生物兵器の軍縮、軍備管理、不拡散と
いう形で発展してきたわけですが、それを補完す

バイオセキュリティのグローバルガバナンス
第６回バイオセキュリティ研究会
2019年1月19日 於）早稲田大学
防衛研究所 田中極子

る形で安保理決議の 1540 号というのもあり、そ
れに対してバイオセキュリティという形では、今
齋藤先生からお話のあったような公衆衛生の分野

※本講演内容は個人的見解であり、所属組織を代表するものではありません

保障領域と公衆衛生という、元々の設立当時の規
の中でも特に BWC ですとか WHO というのは、

今日の演題は、バイオセキュリティのグローバ

主に国家主体が一義的な主体として活動している

ルガバナンスということでお話をさせていただき

ということで、パブリックなガバナンスといえる

たいんですけれども、先ほどの齋藤先生のお話で

かと思います。そういったパブリックなガバナン

は主に大きく感染症対策という形で、安全保障分

スに加えて、科学者のコミュニティというプライ

野と公衆衛生の分野が協働していく必要性という

ベートなガバナンスが相互連携する形でグローバ

ことを、お話をいただきました。私は、今日は特

ルガバナンスを作ってきているというお話をさせ

に生命科学分野の急激な発展に伴って、それに対

ていただきたいと思います。

して安全保障分野と公衆衛生の分野、または科学
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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範原理が全く異なる両者が歩み寄っている形、そ

演題４

でも当然ながら活動があります。そういった安全

（国連安保理決議1540委員会専門家グループ）

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

いて、ガバナンスですとか国際レジームというふ

演題３

本日は防衛研究所の研究員という形での発表と

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

者のコミュニティといった分野がどういうふうに

演題２

田中：今ご紹介にあずかりました田中極子と申し

演題 2

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

まずは安全保障上の懸念、合成生物学の発展に対
しての安全保障上の懸念は一体何かということ。
１．バイオ技術の発展

それから生物学の発展のタイムフレームがどのよ
うなものになっているのか。それからそれを緩和
するためにはどういったオプションがあるのかと
いう 3 つのクエスチョンに対しての回答という形
になっています。
その評価をするに当たって 4 つの項目を作って
い る ん で す け れ ど も、 一 つ が テ ク ノ ロ ジ ー の
Usability で す ね。 も う 一 つ が 兵 器 と し て の
Usability。それからそれに対してアクター、それ

バイオ技術の発展ということについては、後半

を使う人たちにどういった能力等が求められるの

に木賀先生、四ノ宮先生から詳細なお話がありま

か。最後に Mitigation、緩和するためにどういっ

すので、私のほうからはさらっと、どういうバイ

た準備態勢が行われているのか、どういったこと

オ技術の発展に対して安全保障分野が関心を持っ

ができるのかという 4 つの項目から総合的に評価

ている、ないしは懸念を持っているかということ

して、どういった懸念があるのかという形の報告

について、簡単に説明させていただきます。昨年

書での構成となっています。

アメリカの National Academies of Sciences がこ

まずはテクノロジーの Usability に関しては、

う い っ た Biodefense in the age of synthetic

使用の容易さですね、それから発展の進捗（しん

biology という報告書を出しています。National

ち ょ く ） 状 況、 そ れ を 使 う に 当 た っ て の バ リ

Academies of Sciences は、日本の学術会議のよ

アー、それとその他のテクノロジーのシナジーと

うなところなんですけれども、そこの分科会であ

いうことを 4 つこの中での項目にしています。後

る工学と医学分野が合同で出しております。元々

半で先生方が話していただけるかと思うんですけ

依頼したのはアメリカの国防総省です。

れども、まず技術の発展の中にはすごく急速に発

国防省がこういった合成生物学や生命科学分野

展しても、すぐにまた次の新しい発展によって、

での新たな発展に関して、一体安全保障の分野で

その技術自体がすぐに古いものになってしまうと

はどういうことを懸念しなければいけないのか、

いうものもあれば、長期的に一定の利用価値のあ

どういうところが安全保障分野で不足しているの

る技術というものもあるので、そういったところ

かということを報告してほしいという形で、この

も 考 慮 に 入 れ て Ease of use で す と か Rate of

依頼があり、それに対して 2 年間ぐらいをかけ

development というのが考慮されております。

て、 こ の National Academies of Sciences が 分

Synergy with other technologies というのが、そ

析、検討、調査し、報告書をまとめたものです。

れこそナノテクノロジーですとか 3D プリンター

当然ながら合成生物学の発展というのは、社会

のようなものですとか、そういった他の技術との

や福祉に対して非常に大きなメリットをもたらし

組み合わせによってどういった発展があるかとい

ているわけなんですけれども、この報告書は懸念

うことが、ここで検討されています。

の部分、安全保障の分野がどういうところに関心

兵器化のところなんですけれども、これはそれ

を持たなければいけないのかというのにフォーカ

を散布したりですとか、使用するときの運搬方

スをしておりますので、メリットと懸念とのバラ

法、それから開発の容易さ、大量にどのぐらいの

ンス等については考慮しているわけではなくて、

ものができるのかとか、そういったことが検討さ

単にどういったところが懸念になるという点を勧

れています。あとは被害の程度ですね。それから

告として出しているものです。

それを兵器として使ったときに、どの程度の効果

この報告書のクエスチョンは３つありまして、
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が予想されるか。当然ながら効果が高ければ高い

とになりますので、そういったところが考慮され

る外交安全保障に関わる当事者にとっては、技術

ています。

の進展ですとか、こういった新たな分野というの

アクターとしては、まずはその技術自体にどの

は、未知の世界といいますか、実体をしっかりと

くらい容易にアクセスできるのか、それからその

理解できていないというところもありまして、そ

技術を得るためのリソースに対して、どのくらい

ういったものに対して不必要な脅威の認識もある

アクセスができるのか。あとはその技術を兵器化

と同時に、そういった発展をしっかりとフォロー

するために、どういったフットプリントが求めら

していかなければいけないという認識が高まって

れるのか。組織が大きくなければ作れないものな

います。

のかといったようなことが含まれています。

そういう中で生物兵器禁止条約では、先ほど齋

すとか、予防するための能力がどのくらいあるの

有のフォーラムを設けて、どういった発展が行わ

か。それからそれを攻撃であると認識するための

れているかということをフォローすると同時に、

能力があるのか、Attribution の能力があるのか

国家の生物兵器禁止条約の運用に当たっては、ど

と か、 そ れ か ら Consequence management、 封

ういった形で何ができるのかということを検討し

じ込めをするマネジメントの能力がどのくらいあ

ています。

るのかといったことを 4 つの大きな項目として検
討しています。
2．パブリック･ガバナンス（BWC）
BWC

CWC

1972年

成立年

1993年
・化学兵器の全面禁止
・軍縮
・不拡散
・平和利用の促進

定義

使用目的に基づく一般定義基 使用目的に基づく一般定義基
準
準

平和利用の検証

なし

会期間活動(2017MSP)
MX1

国際協力・援助

MX2

科学技術発展の評価
（潜在的利益･リスク判断、生物学的リスク評価、行動規範・
教育、ゲノム編集技術）

MX3

国内実施能力強化
（CBM提出状況、透明性・信頼醸成の促進、国際協力･援助
の役割、輸出管理）

MX4

援助・対応・準備能力
（援助提供指針・形態、援助要請・提供手続き、移動式バイ
オメディカルユニットの効用、感染症発生に対する対応能力
強化への貢献）

MX5

条約の制度的強化

検証附属書

条約違反の疑い
なし
に対する措置

チャレンジ査察制度

検証の実施機関

なし

OPCW

意思決定機関

運用検討会議（5年毎）

運用検討会議（5年毎）
締約国会議（毎年）
（＋執行理事会）

科学技術発展

運用検討会議（5年毎）にて検
運用検討会議（5年毎）にて
討
検討
科学諮問委員会（SAB）

そもそも生物兵器禁止条約自体には何が一体書
かれているかといいますと、これは 1972 年に比
ぐらいテクノロジーが利用されつつあるのか、発

にこちらの化学兵器禁止条約、1993 年にできて

展のレベル等も含めて、こういう形で最終的なサ

いるものとの比較で示しています。両方とも規範

マリーを作っています。左から開発途上の段階、

理念としては全面禁止を掲げているんですね。生

技術の開発者による試用の段階から、右端ではア

物兵器のほうも、その使用 1 も製造も移譲するこ

マチュアバイオロジストにとって使い勝手のいい

とも、それからストックすることも禁止してお

ものというように、だんだんと右に行くにした

り、化学兵器も同じように禁止しています。

がって、普及の範囲が広がるということです。

既にその条約ができていた時に持っていた生物

それで、こういった技術発展に対して安全保障

兵器ですとか化学兵器を、廃棄しなければいけな

の分野、生物兵器禁止条約ですとかそういった多

いというので、軍縮も規範理念に含まれており、

1

 物兵器禁止条約自体は生物兵器の使用を禁止していないが、1925 年ジュネーブ議定書により戦時における生物兵器の使用が禁止
生
されている。
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較的早い段階でできている条約です。比較のため

演題４

その結果といいますか、これが今のところどの

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

制度

国内実施能力強化(2011RC＆2016RC)
①バイオセーフティ・セキュリティに関する自発的な管理基準の実施
②専門家に対する意識向上
③生命科学者に対する条約義務、国内法、指針の周知促進
④訓練・教育プログラムの開発
⑤責任文化の促進、自発的行動規範の作成 ほか

演題３

規範理念

・生物兵器の全面禁止
・軍縮
・不拡散
・平和利用の促進

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

藤先生からのお話にもありましたように、情報共

演題２

Mitigation のほうがまさにそれを抑止したりで

１．バイオ技術の発展

バイオセキュリティのランドスケープ

国間での生物兵器の不拡散等に取り組む、いわゆ

演題１

ほど、それは兵器として使い勝手が良いというこ

演題 2

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

同時に不拡散、化学兵器や生物兵器を他国に移譲

兵器禁止条約のほうは、検証制度もなければ条約

することを止めるということと同時に、両方とも

違反の疑いに対する措置もなく、実施機関もな

生物剤にしても化学剤にしても、平和利用での利

い。

用が非常に大きいものですから、そういった平和

先ほどもお話がありましたように、運用検討会

利用の促進を妨げてはいけないということが、同

議が一応 5 年に 1 回行われることにはなっており

じように規範理念としては掲げられています。

まして、その運用検討会議を運営することが主な

では何をもって生物兵器とするとか、化学兵器

マンデートである条約の履行支援ユニットという

とするかということなんですけれども、これもと

のがあるんですけれども、そのユニットも常設で

もに生物剤や化学剤が兵器として使用されること

はなく、5 年ごとの運用検討会議でまた次の 5 年

を禁止するということで、どの剤が生物兵器か、

間の任期が決まるという、3 人から 4 人の非常に

どの剤が科学兵器かというふうにリストしている

小さな組織です。科学技術発展については、条約

のではなくて、その目的、使用目的に基づいて定

上で、運用検討会議で検討しなければならないと

義を決めているというところも共通しています。

いうことが義務付けられています。

こういった規範理念や規範理念を履行するため

こういう形ですので、生物兵器禁止条約が基本

に、どういった制度があるかということなんです

的には規範理念を述べているだけで、それを履行

けれども、化学兵器禁止条約のほうは、これは冷

するための措置はほとんど何もないといえます。

戦直後にできておりまして、ロシアやアメリカの

そうした中で、じゃあどうやって生物兵器禁止条

関係が非常に良くなっていたところでもあったも

約の中でこういった生命科学分野や合成生物学の

のですから、極めて侵略的といいますか、各国の

発展をフォローして、何らかの履行につなげてい

状況をしっかりと監督できるような形で条約が作

くか、というところで考え出されたのが、この会

られています。

期間活動というものです。これも条約上義務付け

例えば、その化学物質の利用が平和利用である
ということを確認するために、化学産業に査察に

られている活動ではなくて、運用検討会議ごとに
決めているものです。

行くといった検証の制度があったり、あとは条約

先ほどもお話がありましたように、2016 年の

違反の疑いがあるかもしれないという通報があっ

運用検討会議の時には、2017 年からの活動が合

たときには、その国からこういう化学剤を使って

意されなかったんですけれども、2017 年の締約

いますという申告がなくても、査察に行けるとい

国会議で 2018 年、19 年、20 年の 3 年間はこういっ

うチャレンジ査察という制度を持っていたりとい

た会期間活動をやりましょうということが決めら

うことがあります。こういった検証制度を実施す

れました。会期間活動というのは一体何かといい

るために OPCW、化学兵器禁止機関が常設の機

ますと、専門家会合、Meeting of Experts の略で

関として設置されています。化学兵器禁止条約の

MX と呼ばれるんですけれども、夏に専門家会合

運用を検討するために、5 年ごとに運用検討会議

と冬に締約国会合というのを 1 年の間にやりま

があり、さらに毎年締約国会議があって、その締

しょうということです。専門家会合では、国際協

約国会議では条約の運用に関する決議を作ること

力や援助について情報共有を行う、科学技術発展

ができまして、加盟国はその決議に縛られること

の評価を行う、国内実施能力の強化、援助対応準

になります。

備能力、それから条約の制度的評価、こういった

科学技術発展についても、5 年ごとに検討する

ものについて話し合いましょうということが決め

ことになっていますが、科学技術の発展をフォ

られています。ただ専門家会合も、その専門家会

ローするために、科学諮問委員会という、これは

合の議論を受けた締約国会合も、基本的には情報

事務局長をサポートする補助委員会なんですけれ

共有をするのが目的でして、そこで何かしらの決

ども、こういった委員会もできています。これに

定をすることができないんですね。なので、基本

対して、そのもっと前の 72 年にできている生物

的には各国から専門家の人たちが来て、自分たち
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なベストプラクティスを紹介するというような形

15 カ国によって成立している理事会ですので、

でのフォーラムになっています。

安全保障理事会の決議というのは非常に政治的に

ただ同時に、2016 年の運用検討会議の時には

決まるものです。

するために、どういうことにもうちょっと強化し

朝鮮の制裁決議ですとか、イランの制裁決議のよ

ていくといいですねという勧告という形では、こ

うに、特定の案件に対して各国、安全保障理事会

ういったバイオセーフティ、セキュリティに関す

の 15 カ国がどうしてもこれを今やらなければい

る自発的な管理基準の実施ですとか、科学者等の

けないというようなものに対して、期限を区切っ

専門家に対して、意識向上を啓蒙（けいもう）す

て何らかの決議を作るということが一般的なわけ

るとか、生命科学者に対する条約義務、国内法や

なんですけれども、この 2004 年にできた安保理

指針の周知の促進、それから訓練、教育プログラ

決議 1540 というのは、ほとんど条約のような形

ムの開発、責任文化の促進、自発的行動規範の作

で非常に普遍的な内容を、全ての国連加盟国に義

成等が勧告という形で最終文書に載っています。

務付けるという、そういう意味でも安保理決議の

こんな形で規範を作って、それを普及しようと

中で特徴のある、安保理が立法能力を持ったとも

しているのが生物兵器禁止条約の主な活動といい

いわれるような決議になっています。
この決議自体は、大量破壊兵器となるような物

条約が規範を作っている一方で、それを実施する

質や運搬手段を非国家主体に拡散することを防ぐ

ための措置を持っていないというのに対して、次

のが目的です。ですので、これは国家による軍事

に生物兵器禁止条約を補完する形で存在している

目的での開発は対象になっていなくて、対テロ対

のが、この安全保障理事会の決議 1540 号です。

策の目的での決議になっています。中身はどうい
は核兵器、化学兵器、生物兵器、およびそれらの

2．パブリック･ガバナンス（安保理決議1540）
主文1

• すべての国は、・・・生物兵器及びそれらの運搬手段の開発、取得、製造、所持、輸送、
移転又は使用を企てる非国家主体に対し、いかなる形態の支援も提供することを差し
控える

主文２

• すべての国は、自らの国内手続きに従って、いかなる非国家主体も、特にテロリストの
目的のために、・・・生物兵器及びそれらの運搬手段の製造、取得、所持、開発、輸送、
移転又は使用並びにこれらの活動に従事することを企てること、共犯としてこれらの活
動に参加すること、これらの活動を援助又はこれらの活動に資金を供することを禁ずる
適切で効果的な法律を採択し執行する

主文３

• すべての国は、関連物質に対する適切な管理を確立することを含め、・・・生物兵器及びそれらの運
搬手段の拡散を防止する国内管理を確立するための効果的な措置を採択し実施する
• (a) 生産、使用、貯蔵又は輸送において、使途を明らかにし、安全を確保する
• (b) 防護措置を策定し維持する
• (c) 不正取引及び不正仲介の探知、抑止、防止、対処するための国境管理及び法執行の努力を策
定し維持する
• (d) 輸出、通過、積換、再輸出の管理、資金供与、資金及び役務の提供に対する管理、最終需要者
管理の確立、輸出管理違反に対する刑事・民事上の罰則の確立、執行

運搬手段の開発、取得、製造、所持、輸送、移
転、または使用を企てる非国家主体に対して、い
かなる形態の支援も提供することを差し控えると
いう、政治的な約束をしています。それに対して
主文２で、全ての国は、自らの国内手続きに従っ
て、いかなる非国家主体も、特にテロリストの目
的のために生物兵器、およびそれらの運搬手段の
用、ならびにこれらの活動に従事することを企て
ること、共犯としてこれらの活動に参加するこ

カーン（A.Q.Khan）・ネットワークですとか、大

と、これらの活動を援助、またはこれらの活動に

量破壊兵器の開発に使われたようなものが闇市場

資金を供することを禁ずる、適切で効果的な法律

ですとか、国家も関わったそういった市場で取引

を採択し執行する、ということが決められていま

されていたということから、それを今後阻止して

す。

いくという目的で、2004 年に作られた決議です。

なので、基本的には上の生物兵器の製造、取

安全保障理事会は、ご存じのとおり、国連の中

得、所持、開発、輸送、移転、使用これらは生物

で世界の平和と安全に関して、一義的な責任を持

兵器禁止条約とも重なる部分なんですけれども、

つ理事会なわけですが、5 カ国の常任理事国、ア

それに加えてさらに、こうした活動を援助した

メリカとイギリス、フランス、ロシア、中国、あ

り、資金を提供したりすることも禁ずるという意
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これは2001年のアメリカでの同時多発テロや、

演題４

製造、取得、所持、開発、輸送、移転または使

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

うものかといいますと、まずは主文 1 で全ての国

演題３

ますか、存在意義になっています。生物兵器禁止

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

ですので普通は安保理決議というと、例えば北

演題２

国内実施、各国が国内で生物兵器禁止条約を履行

バイオセキュリティのランドスケープ

と 2 年ごとの任期で選挙で選ばれた 10 カ国との計

演題１

の国ではこういうことをやっていますというよう

演題 2

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

味では、生物兵器禁止条約よりもさらに幅の広い

だけでは十分な管理ということにならないわけで

禁止事項等について、国内でしっかりと法整備を

すけれども、そういった遺伝子等の情報をいかに

するようにということが義務付けられています。

管理するかということが焦点になってきていま

さらに、先ほど生物兵器禁止条約が規範理念を

す。情報管理には学術誌への発表ですとか、学会

提供するのみで、何ら具体的に何をしなければい

等での発表、それからインターネットを通した情

けないというのがないと申し上げたんですけれど

報の共有、研究室内での研究者間での情報共有、

も、こちらのほうは逆に、何をしなければならな

情報移転といったことも含まれてきますので、そ

いかというのが、非常に細かく決められていま

ういったことが今まさにバイオセキュリティとい

す。主文 3 がまさにそこなんですけれども、全て

う面では、この 1540 の履行においても、非常に

の国は関連物質に対する適切な管理を確立するこ

大きな課題となっています。

とを含め、生物兵器およびそれらの運搬手段の拡

2016 年に、一度国連加盟国 193 カ国の 1540 決

散を防止する国内管理を確立するための効果的な

議の履行状況に関するレビューをしているんです

措置を採択し、実施する。

けれども、そこで勧告されたのが、情報の移転、

それは具体的に何を指すかというと、生産、使

非物理的な移転をどういうふうに管理していくか

用、貯蔵または輸送において使途を明らかにし、

ということを、各国がもう少ししっかりと管理し

安全を確保すること。防護措置を作成し維持する

ていかなければいけないということです。

こと。不正取引および不正仲介を探知、抑止、防

安保理決議 1540 では、1540 委員会の専門家グ

止、対処するための国境管理および法執行の努力

ループに今私はいるわけですが、各国の法整備状

を策定し維持すること。輸出、通過、積み換え、

況の履行状況を、モニターして評価しているわけ

再輸出の管理、資金供与、資金および役務の提供

なんですけれども、生物兵器禁止条約の履行支援

に対する管理、最終需要者管理の確立、輸出管理

ユニットと一緒にいろんな国にアウトリーチに

違反に対する刑事・民事上の罰則の確立、執行

行って、こういった情報の管理ですとか、新たな

と、かなり具体的に大量破壊兵器に関わるものが

合成生物学に関わる管理等についても、注意喚起

テロ等に渡らないように、何をしなければいけな

をして管理する体制を作っていってくださいとい

いのかということが規定されています。ただこの

うようなことをリーチアウトするというようなこ

規定をどのように行うかというのは、全ての国家

とも、活動の一環になっています。

に任されております。

多くの国がバイオセキュリティに関心を高く

生物兵器禁止条約にしても化学兵器禁止条約に

持っていて、決議 1540 の中でも核兵器、化学兵

しても、これらは条約ですので、国家が署名して

器、生物兵器とあるわけなんですけれども、バイ

加盟することによって加盟国、締約国になるわけ

オリスクに関する管理体制の強化というのは、か

なんですけれども、この安保理決議の 1540 は、

なり多くの国が関心を持っております。昨年 12

国連憲章第 7 章の元で全ての国連加盟国に履行が

月にも ASEAN の 1540 決議に関する会議に行っ

義務付けられるということになっていますので、

てきたんですけれども、そこでも多くの国が 3 つ

より普遍的な義務事項となっています。

の大量破壊兵器のカテゴリーの中では、バイオセ

特に、合成生物学ですとか生命科学分野の発展
に関連しては、この主文３の（a）、（b）が関わ
るんですけれども、責任の所在ですね、生産、使
用等においての使途を明らかにして安全を確保す
ること、あとは防護措置を策定して維持すること
等が、関係が高くなっています。あとは輸出管理
等についても、合成生物学等におきましては、伝
統的な微生物の安全な管理という意味では、それ
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キュリティに対する能力が自分の国では弱く、強
化していきたいという考えを持っていました。

2．パブリック･ガバナンス（WHO/IHR）
国際保健規則（IHR）2005年改訂

合同外部評価（JEE）ツール2016年

• （旧IHR）黄熱・コレラ・ペスト3疾患

↓

Indicator – Biosafety and Biosecurity

• 通告対象の拡大（PHEIC）

P.6.1 Whole-of-government biosafety and
biosecurity system is in place for human, animal,
and agriculture facilities
P.6.2 Biosafety and biosecurity training and
practices

• 国内の確実な連絡体制構築
• コア･キャパシティ
• 非公式情報の積極活用
• WHOによる科学的勧告
• 他の国際機関との連携
【背景】
新興･再興感染症への対応
加盟国との協力体制の確保
CBRNテロ対策強化の必要性

Indicator – Linking Public Health and
Security Authorities
R.3.1 Public Health and Security Authorities, (e.g.
Law Enforcement, Border Control, Customs) are
linked during a suspect or confirmed biological
event

国家が主体である国際的な多国間での取り組み
だったんですけれども、その一方で、科学者コ
ミュニティはずいぶん前からそういった自分たち
の扱っている分野に対しての、当然ながら責任等
をしっかりと管理していく、責任を持って行って
いくということをやってきているわけです。1975
年に DNA 研究のモラトリアムを作ったアシロマ

バイオセキュリティのランドスケープ

ここまでがパブリックガバナンスという形で、

演題１

ことが行われています。

会議というのがあるんですけれども、そういった
うのは、かなり早い段階からずっと行われてきて

ティに対する取り組みだったんですけれども、同

いて、それが安全保障の分野と明示的に結び付け

様に公衆衛生の分野からも、バイオセキュリティ

られたのがのが、2004 年に作られたこのフィン

に対して多くの活動が行われている。WHO で

ク・レポートだということができます。

は、2005 年に全ての加盟国を法的に拘束する国
際保健規則が改定されて、原因を問わず、全ての
国際的な公衆の保健上の緊急事態となる事象につ
いて、WHO に通報することが義務付けられてい
ます。その背景には、新興・再興感染症への対応

です。

iGEM

Safety Committee

• 科学コミュニティの教育
• 実験計画の審査
• 出版段階における審査
• 国家科学諮問委員会

（NSABB)の創設

それと先ほど齋藤先生からもお話がありました
http://2018.igem.org/Safety/Responsibility

が、2015 年には各国がこの IHR をどの程度履行
しているかというのを評価するための一つのツー

科学者コミュニティが「Biotechnology Research

て、その中にバイオセーフティやバイオセキュリ

in an age of the terrorism、テロの時代における

ティへの取り組み、それから先ほどお話がありま

生物工学の研究について」というのをまとめまし

した公衆衛生の分野と法執行分野とのリンク、連

て、その中で生物学の研究というのが良いように

携がどの程度できているかということも質問項目

も使われるし、それが兵器として悪用される可能

に含まれて、関心が高くなってきています。

性も十分にあるというデュアルユースのジレンマ
について、象徴的にまとめられています。

オセキュリティに対する方向での働き掛けがあ

その中で幾つかの勧告を出しておりまして、科

り、安全保障と公衆衛生という共通項のないよう

学コミュニティへの教育ですとか、実験計画の段

にみえる分野から双方向への動きが認められるよ

階での審査ですとか、出版段階における審査に加

うになっています。特にグローバルガバナンスと

えて、そういった出版や研究に対して、国家科学

いう視点では、WHO と私たち 1540 委員会ですと

諮問委員会を、これはアメリカの例なんですけれ

か、生物兵器禁止条約の履行支援ユニット等が、

ども、アメリカでは国家科学諮問委員会を創設し

バイオセキュリティのアウトリーチですとか、法

て、その研究がどの程度のデュアルユースの懸念

整備の重要性を話をしに行くときに、一緒に行っ

があるかというのを評価するというような仕組み

て、両方の側面から各国にアプローチするという

が作られています。
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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そういう意味では、公衆衛生の分野からもバイ

演題４

ルとして、合同外部評価ツールができておりまし

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

の強化の必要性というのも大きく認識されたもの

フィンク･レポート
バイオ技術は、同じ技術が人類の生活の改善のた
めの正当な利用と、バイオテロとして悪用される
「デュアルユース」のジレンマを象徴している

演題３

ということもありますけれども、CBRN テロ対策

３．プライベート・ガバナンス

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

今までが、安全保障分野からのバイオセキュリ

演題２

科学者コミュニティの間での責任文化の醸成とい

演題 2

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

あとこちらの iGEM というのは、木賀先生がか

進めてきています。同時に合成生物学とか生命科

なり関わられているので、あとでお話があるかも

学分野の発展に伴って、科学者コミュニティが倫

しれないんですけれども、合成生物学の大きな大

理教育ですとか、デュアルユースの懸念のある研

会でして、高校生、大学生、大学院生の方たちを

究に対する意識向上ですとか、自律的なセルフガ

対象にした合成生物学の大きな大会で、その中で

バナンスを通して、規範を形成していると言えま

も今バイオセーフティですとかバイオセキュリ

す。

ティの取り組みというのが、かなり重視されるよ
うになってきています。

それぞれに言い方は多分異なるんですが、安全
保障の分野では生物兵器の不拡散といいますし、

というのもやはり、学生のうちからバイオセ

公衆衛生の分野ではバイオセキュリティという言

キュリティや、合成生物学のデュアルユースの懸

い方をすると思いますし、科学技術の発展の科学

念等をしっかりと認識してもらうことが重要だか

者コミュニティのほうでも生物兵器とは多分言わ

らです。そういう意味では、非常に優れた仕組み

ないんですけれども、そういったいろいろなガバ

が組み込まれておりまして、審査の過程の中にバ

ナンスの在り方を通して、安全保障の分野の見方

イオセーフティ、バイオセキュリティをどの程度

からするならば、生物兵器の不拡散というガバナ

考慮されているかというようなことも含まれるよ

ンスの取り組みが相互連携する形で形成されてき

うになっています。iGEM の中のバイオセーフ

ているという実態があるということを、お話をさ

ティ、バイオセキュリティの委員会で中心的に活

せていただきました。

動している人が、元々 BWC の履行支援ユニット
にいた人でもあって、そういう形でもバイオセ

質疑応答：

キュリティに関して、安全保障の分野と、科学者

齋藤：田中先生、ありがとうございます。ではい

を中心とした新たな発展の分野で連携が取れるよ

かがでしょう、質問、コメント等がありました

うになってきているということがいえます。

ら。
Ａ：非常に貴重なお話をありがとうございます。
先生のお話で安保理決議の 1540 でいわゆる核兵
器、化学兵器、生物兵器という話があるんです

４．グローバル･ガバナンスの発展

が、その中での安保理決議 1540 においての生物
兵器としての定義というのは、どういう形になっ

科学技術発展
科学者コミュニティ

バイオセキュリティ

公衆衛生
WHO/IHR

ているんでしょうか。

生物兵器不拡散

生物兵器
不拡散

安全保障

生物兵器禁止条約＋決
議1540
バイオセキュリティ
生物兵器不拡散

田中：安保理決議 1540 号では、明確に何をもっ
て生物兵器とするかという定義はございません。
基本的には生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条
約、NPT 等に準じた定義ということになってい
ます。

まとめになるんですけれども、これまでバイオ

Ａ：実は日本でも化学兵器といったときには、化

セキュリティまたは生物兵器の不拡散に対して、

学兵器禁止法では、何人たりとも化学兵器を所持

安全保障の分野からは生物兵器禁止条約と安保理

してはならないと、第 1 条に書いてあるんです

決議 1540 による活動がありまして、主には法体

が、第 2 条には化学兵器の定義があって、いわゆ

制、法整備を通した予防措置という形で生物兵器

るウェポン、武器になったものを化学兵器といっ

の不拡散を追究してきました。

ていて、剤は化学兵器とは、国内法でいっていな

それに対して公衆衛生分野における WHO の取
り組みというのは、どちらかというと感染症にせ
よ、健康への影響に対しての対応も含めた活動を
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いんですね。その関係があってお伺いした次第で
す。

田中：まずは遺伝子情報等の輸出管理について

められている一方で、それを濃度や量によって、

は、これも具体的に何をしなければいけないとい

OPCW が検証の対象とするための兵器という形

うことは、決議 1540 の中でも規定されていない

で定義しているように、安保理決議の 1540 号に

んですけれども、多くの国家が今取り組んでいる

つきましても、テロリスト等に大量破壊兵器とし

のは、それこそラボで研究する研究者の身元調査

て使用されることを防ぐことが目的ですので、た

ですとか、そういうことを含めた大学における機

とえば化学物質に関しては、平和利用を含めた化

微技術管理の重要性が高まっています。あとは、

学物質の利用のある国は、すべての国が当てはま

先ほどの NSABB ですとかのような取り組みで、

りますが、すべからく、1540 決議に基づいた法

論文発表をするときに審査を行うというものもあ

整備をしなければいけないことになります。

ります。情報の輸出管理は非常に大きな問題に
なっていて、どこの国もとにかく模索しながらい

国ですとか、最先端の生物剤の研究機関を持って

ろいろと試している、国際的な標準というのも今

いる国というのだけが対象ではなくて、あらゆる

はない状況でありますので、そこら辺は本当にい

生物剤、化学剤、放射能、原子力を含めて兵器と

ろいろと試しながらやっているところではないか

して使い得るような可能性のある場合には、対象

と思います。ただ 1540 委員会としては、そういっ

になってきます。

たところに注意喚起をしていくというのが、私た

B：2 点お聞きしたいんですけれども、1 点目は、

ちの一つの大きな任務になっています。

合成生物学の絡みで今先生がお話をされた、微生

行状況を評価するかですけれども、先ほど挙げた

物の管理というよりも、遺伝子情報の管理という

主文に書かれていることを全部で 13 ページくら

ものが重要になってくるんじゃないかというお話

いにおよぶ細かいマトリックスと呼んでいるんで

がございましたが、遺伝子情報の管理となると、

すけれども、表を作っておりまして、例えば生物

これまでの輸出管理とは若干なじまないようなイ

剤に関する行動計画があるかとか、生物剤に関す

メージがあるんですけれども、その辺をどうやっ

る安全管理のための法律ができているかとか、そ

て考えていったらいいのかというところを、イ

ういったことを全部細かく表に落とし込んでおり

メージできる点で結構なんですが教えていただき

まして、各国の法律を見ながら、それができてい

たいと。

る、できていないをチェックしていくという形で

それからもう一点ですけれども、1540 の履行

やっています。

そのマトリックスといわれてい

れども、これはどうやってやっているのかという

ております。何を基にしてやるかというと、基本

のがちょっとありまして、つまり 1540 が書いて

的には各国から自分の国はこういうことをやって

あることは、具体的に書いてあるというお話もあ

います、こういう法律を持っていますという報告

りましたが、一方で、かなり雑な書き方という

をしてもらうことになっているので、それに基づ

か、あいまいな書き方が多くて、それをいちいち

いてその中身を見ていくんですけれども、それで

国内法に下ろしていくのには、各国のもちろん専

はわからないところは各国の国連代表部を通して

権事項とかがございます。それからまたそういっ

話を聞いたりとか、いろいろな場面でアウトリー

たものを評価するに当たっては、恐らく何らかの

チするときに話を聞いて、できているかできてい

基準がないと多分評価というのはできないんだと

ないかをチェックしていきます。ただ 1540 委員

思います。実際にそういった業務に携わっている

会の評価は、制度があるかないかというだけで、

中で、どういったことをやられているのかという

それがどの程度効果的に履行されているかという

ようなことをお聞かせいただければと思います。

ところは、評価はしないことになっています。
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るものは、1540 委員会のウェブサイトにも載っ

演題４

状況を評価しているとおっしゃっておりましたけ

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

次のご質問の 1540 委員会でどういうふうに履

演題３

私も輸出管理に関心を持っておりまして、一点、

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

なので、必ずしも大きな化学産業を持っている

演題２

う形で、化学剤の利用は当然ながら平和利用で認

バイオセキュリティのランドスケープ

よろしくお願いします。

演題１

田中：まさに同じで、化学兵器禁止条約がそうい

演題３

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

演題 3

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース
木賀 大介
早稲田大学理工学術院 教授

木賀： 私自身は生物（なまもの）屋さんです。

2 人は非生物系、生物系ではないところから合成

バックグラウンドは生化学と生物物理学なんです

生物学を始めた人たちです。

けれども、現在の所属が電気・情報生命工学とい

合成生物学は生物系でない人たちによって始め

うような不思議な名前になっております。これが

ら れ ま し た。 先 ほ ど の ご 講 演 で も 触 れ ら れ た

先ほどのお話にもありました学際融合という形

iGEM も含めてです。つまり、合成生物学という

で、合成生物学が進んでいるということが効いて

のは生物工学に、理工学一般のアプローチですと

くる話になっております。

かプログラミングの概念を持ち込むものであると

今日のお話のおそらく一番のメッセージは、大

いうことをお伝えします。そうなってきたとき

規模に拡大された遺伝子工学が普及したのときの

に、じゃあこの合成生物学と社会との関わりとい

リスクは何なんだろうか。この点について、皆さ

うものは、何を研究者や iGEM の参加学生は考え

まが考えてくださる種を提供できればというのが

ているかということについてお伝えさせてくださ

目的です。

い。

いろいろと研究費を頂いている中で、この特設

これは端的にいうと、遺伝子工学が何だったか

基盤領域でのバイオセーフティ、セキュリティと

ということを振り返ってみますと、例えばですけ

いう形で、皆さまとお付き合いさせていただけて

れ ど も、 ヒ ト の 細 胞 か ら ヒ ト の イ ン ス リ ン の

いることを本当にありがたく思います。齋藤先

DNA を取ってきて、これを大腸菌に入れてあげ

生、お誘いくださってありがとうございます。

ると、大腸菌でもヒトのホルモンであるインスリ
ンというタンパク質を作ることができると。それ
までは割と大変だった、ヒトの細胞の培養の必要
があったわけですが、それ以後は、これがまさに
出たアシロマ会議以降、70 年代末から 80 年代に
かけて、単純な微生物の培養によってヒトのタン
パク質を作れるようになった、これが遺伝子工学
のその 1 であります。結果として、簡単に多くの
人にインスリン注射というものが薬として普及し
てきたというのがあるかと思います。
これから、生命システムには階層があります、
ということをお伝えします。真ん中に生体高分子

今日の目次です。まずは遺伝子工学としての発

の階層、遺伝子である DNA、それからインスリ

展として、合成生物学が何であるかということを

ン等のタンパク質を考えてみます。これはそれぞ

お伝えします。その後に産業としての合成生物学

れ大きいスケール、小さいスケールに伸ばすこと

の例をお伝えします。ここで主役として紹介する

ができます。一つ一つの個体、その中には器官が
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いろいろな機能があります。このタンパク質は、

外に出していく。ここで、細胞をたくさんの工作

アミノ酸から出来上がる。DNA や RNA はヌクレ

機械が装備された工場として理解できるのではな

オチドから出来上がる。そしてアミノ酸やヌクレ

いかという考え方になります。この工場のライン

オチドなど小分子は、より単純な原子からできて

を改良する一つ目の方法は、いろんな工作機械の

いますねというようなことがあります。これを見

性質を変えることになります。細胞の改良なら、

てみると、生物の中にはいろんな部品があるとい

細胞が作るタンパク質の性質を変えることです。

うような形で、百科事典を書きたくなる。そもそ

そして、工場の運営にもっと大切なことは、工作

も生物学は、どんな生き物がいますかというよう

機械の数や動作のタイミングを変えることになり

なことを書いていた博物学から始まったわけで

ます。生産、需要が変わったり、原料の供給が変

す。その博物学の対象として、どんどんと分子の

わったときへの調整としてです。細胞が作るタン

階層でも記載していきましょう、というのが前世

パク質の量とタイミングを変えていく。どのタイ

紀後半からの分子生物学の肝でありました。

ミングでどれだけたたくさん作りますかというこ

これはヒトの体の中の代謝マップの一部です。

とを調節しなければならない。これが今後われわ

点と点をつなぐ線がタンパク質、それぞれの点が

れ研究者が望むように細胞を改変するときに効い

アミノ酸やブドウ糖などの小分子です。ここに見

てくる、要求されることになります。

るとここに多分 TCA 回路があって、この辺にブ
ドウ糖があってということになります。といった
ように、もうとにかくたくさんの種類の部品が集

演題３

まってできているシステムですというのが、現代

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

を使って、いろんな分子を食べて、分子を作って

演題２

数のタンパク質や RNA や DNA が絡んでできる、

バイオセキュリティのランドスケープ

を理解できます。細胞は、工作機械としての酵素

演題１

あり組織があり、細胞があると。細胞の中には複

業をして、生化学の担当をしているんですけれど
も、今指導すべきことは、こういったシステムが
あるということです。その過程で本当に大切な概
念を教えるけれども、いかに情報を検索して引き
出して組み合わせるかということも教える、とい
うことが肝になっていると考えます。
この辺について別の表現の仕方をします。今
ウェブ上にいろんな種類のタンパク質の遺伝子の
報を組み合わせて、DNA のネットワーク、もし
かという人工的な組み合わせを作れるんじゃない
ですか、ということになってくるわけです。
ところが一つとても大切なことがありまして、
実はこの DNA、遺伝子の情報というのには 2 種
類がある。何を作りますかという情報に併せて、
いつどれだけ作りますかという動的な、ダイナ
この代謝マップについて例え話をすると、細胞

ミックな情報があります。こういったことを理解

というのは工場です。どういった工作機械が並ん

した上で、システムをプログラミングするんだと

でいますかというような形で、工場での生産活動

いう感覚が、今の生物学に必要とされているとい
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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くは酵素システムの、どういった酵素を置きます

演題４

情報が載っています。ウェブ上から取ってきた情

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

の生物学への認識であります。私はこの部屋で授

演題３

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

うことが、本日、科学的な側面で一番お伝えした

なってきていると。一方で、ゲノム編集で、狙っ

いことです。図に示した、この量とタイミングの

た場所に何かの DNA を組み込む精度が上がって

話ですね。

きています。ただし、ここでのキーワードは「何

ここで 2 つの軸を取って、合成生物学と今まで

かの DNA」なんですね。先ほどお話しした酵素

の生物工学を比べたらどうなるかな、どれだけの

の組み合わせでも、同じように、長い DNA を情

種類の遺伝子を使うんですか、それから一個一個

報から作って使います。でもこれも作ることがで

の遺伝子をどれだけ変えますかということについ

きるのは、何か DNA を自分で決めたら、その合

て、数年前にバイオインダストリー協会からの依

成はできますということです。

頼を受けて書いた表があります。一つの見方で

ここで、合成生物学が肝とする、出来上がるタ

は、合成生物学というのは遺伝子工学の発展であ

ンパク質の量とタイミングを調節しましょうとい

る。ただし今までの遺伝子工学が多くの場合に、

うことに関して、このゲノム編集やゲノム合成と

一つの遺伝子だけを組み込んでいたことに対し

いう概念は何も語りません。合成生物学で、この

て、たくさんの遺伝子を組み込むんですよと。た

量とタイミングをデザインすることがカギです。

だ単にたくさんの遺伝子を組み込むだけではなく

ちょっと例え話をします。皆さん、ワープロソフ

て、ここに数理モデルなど、他の分野との協働が

トを使っているかと思います。私もワープロソフ

必要であると。このように、新世代の遺伝子工学

トを使いますが、良い小説を僕は書けません。

には学際性が要求されてきます。

ワープロで、文字を打ち込むのがゲノム合成。

つまり、古典的な遺伝子組み換えと合成生物学

カット＆ペーストするのがゲノム編集。これらの

を比べる観点として、少数の遺伝子の組み込み

機能があっても、よい小説は書けません。同じよ

か、多数の遺伝子の遺伝子の組み込みか、という

うに、たまに楽譜から演奏してくれるソフトとか

対比ができます。そして古典的な遺伝子組み換え

をいじってみるんですが、音は鳴っても、楽典を

では外来の DNA を組み込む場所はゲノムの中の

勉強しているわけではないので、よい調子の曲に

ランダムな部位や、ゲノムの外側、プラスミドと

はなりません。

呼ばれるゲノムとは別の DNA に入れることが多
かったです。

この小説とか作曲ということを考えたときに
は、デザインという考え方が入ってきているはず
ですよね。今までのものに学んで、そこから改変
して良いものを作っていく。小説執筆とか作曲
も、理工学一般も、今までのものに学んで、とい
う意味で共通しています。理工学ですと、特に、
デザインを数式で示せる、ということが特徴で
す。
繰り返しますが、遺伝子というのには 2 種類の
情報がある。何を作れ、いつ作れという情報があ
ると。たくさんの遺伝子を組み合わせてシステム
をプログラミングするんだ、この感覚が合成生物
学には重要になっています。別の言い方をします

また、最近出てきた 2 つのキーワード、ゲノム

と、伝統的な生物学だけではシステムは作れませ

編集とゲノム合成を、合成生物学と比べてみま

ん。プログラミングなんですということを強く意

す。私の中の定義をさせてください。ゲノム編集

識する合成生物学を使った産業がどうなっている

というのは今盛んになりつつありますが、ゲノム

かということについて、少し紹介させてくださ

の中の狙った部位について、遺伝子を壊しましょ

い。2 人の研究者が出てきます。

うという操作。これがかなり完璧にできるように
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これが合成生物学系の企業が集まるような会合

なものでありました。
資金調達ランキングでもう一つ上のほうに出て

てきているんですなんてことをいっているところ

くる Ginkgo Bioworks。この会社と、iGEM、そ

です。どこまでこの統計が正しいか分かりません

れ か ら 合 成 生 物 学 を 始 め た の が、 こ の Tom

が、彼ら的にはたくさんお金を集めているんだと

Knight という人でありまして、MIT の AI ラボに

言いたがっています。

何十年間もいた、という人です。彼の会社も 100
億円以上のお金があるということになっておりま
す。Tom Knight の会社がやっているのは、先ほ
どの遺伝子をたくさん集めるプログラミングで

バイオセキュリティのランドスケープ

る、どれだけ合成生物学産業の分野にお金が入っ

演題１

がありまして、そこのウェブサイトが公表してい

す。酵素の遺伝子を集積することで、いろんな化

子を集積した素晴らしい研究として、例えばマラ
リア薬の前駆体を作るというような話がありまし
た。
この二社に限らず、いろんな会社が合成生物学
分野でアメリカでは投資を受けております。こう
『Science』誌のトップページを見てみると、なん

入ってくるんですけれども、明らかに桁が違うお

か不思議なものが出ています。これは飲むバクテ

金が、かの国では回っていると。この回っている

リア薬です。昔『ミクロの決死圏』とかいう映画

ということに対して、経済エコシステムだという

があったことをご存じの方、もしくは『ドラえも

ことがあるんですけれども、いろいろな種の会社

ん』で潜水艇を小さくして体の中に入っていっ

があるんですよね。長い DNA を作るという会社

て、何か必要なものを回収してくる、これらの話

もお金を集めています。

の、飲むバクテリア薬、アメリカでは臨床試験も

るという話です。私たちの体の中でも鋳型を用い

進んでいるし、マウスでの実験結果について論文

て合成することで、DNA を複製しています。細

が今出たところです。この飲むバクテリア薬の

胞が分裂するためには、鋳型と酵素を使って私自

『日経サイエンス』の私による翻訳監修からもう

身の DNA を 2 倍に増やして細胞が増えるわけで

3 年近くたっていますね。元記事の『Scientific

す。この生物の合成と、ここでいう情報からの

American』も同じ年で、その後、アメリカの公

DNA 合成というのは違います。機械に情報を、

的資金を受けて臨床試験を進めて、かなり進んで

ACGTAGA とかいう配列を送り込むと、その配

い る ん じ ゃ な い か な と 思 い ま す。 こ の 会 社、

列のDNAを化学合成してくれるという技術です。

Synlogic という会社ですが、何回もお金を集めて

短い DNA をつくる技術は数十年前からあった

うん十億円、という会社になっていて、先ほどの

んですが、今はこの長い DNA を作るということ

資金調達ランキングに出ています。ちなみにこち

で盛んになっています。NHK さんもそろそろ書

らの会社をつくった人が、Jim Collins さんとその

いていいのかなというような形で、木賀が出演し

弟子だった Timothy Lu さんなんです。Collins さ

た NHK の教育番組、高校の生物基礎でも、情報

んは、今は MIT の教授でして、元々は物理分野、

から DNA を作れますなんてことをテロップに書

制御工学のほうから入った人です。見てみると、

いてもらえるようになりました。長い DNA が作

彼がファーストオーサーだった論文は、確率共鳴

れるようになってきたというのが、合成生物学を

という不思議な物理現象を扱っているというよう

支える一つの技術、ゲノム合成の話です。このグ
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ここで、長い DNA を情報から作ることができ

演題４

と同じことをやってしまうバクテリアです。こ

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

考えてくると日本でも合成生物学に公的資金が

演題３

そ の 中 に い ろ ん な 企 業 が 出 て き ま す。 今

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

彼らとはまた別のラボの研究で、たくさんの遺伝

演題２

合物を作れるんだということをやっております。

演題３

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

ラフの二軸は、年と DNA の長さです。こちら側

じゃあどういうふうな工作機械を並べましょう

がログスケールで書いていますね。この技術が発

かということを考えると、私たちがアクセスでき

達を始めたのが、2000 年代の真ん中なんですけ

る生物由来の工作機械の情報は何だろうと。1 例

れども、最初の頃は 1 万文字を作りましたといっ

はゲノムですね。2000 年代前半にはヒトのゲノ

ていたのが、あっという間に 100 万文字を作るよ

ムのドラフトが出て、それ以降は何回か、文科省

うになってきました。プロットすると、

で「一家に 1 枚ヒトゲノムマップ」みたいなもの

ムーアの法則のように倍々ゲームで増えているか

を作っています。ここを拡大すると、この染色体

ら、そのうちヒトのゲノムも作れるね、なんてこ

のこの辺にはこんな遺伝子がありますなんてこと

とを 2008 年ぐらいに書いてみました。年月が過

を書いていたりするんです。研究者はさらにもっ

ぎてそれから 8 年、気付いたらもう 2 年前のこと

と細かいレイヤー、立体構造ですとか実際の遺伝

ですが、ヒトゲノムを作りましょう、なんてこと

子の配列、それから相互作用の状況ということに

をアメリカの人たちが発表しています。倫理的に

関して、どんどんとデータベースを調べていっ

問題がある、という意味合いで、「ヒト」個体で

て、動作を予測するということが要求されます。

なく、細胞や他の生物種をターゲットとするゲノ
ム合成にしましょう、ということになりました。
と こ ろ が そ の 結 果 如 実 に な っ た こ と と し て、
DNA を安く作りますということが出てきまし
た。端的にいうと、遺伝子を 10 個集めた DNA を
購入するために今何十万円かお金がかかるんです
けれども、目標としては 10 年後に同じことが、
数百円でできますねということを言っておりま
す。
その DNA の値段ですと、実習でもできるの
で、学生たちにも言っているんですね。あと何年
かしたら君たちへのプログラミングの実習はコン

しかし多くの場合は、これは生物系だと動作の

ピュータを使うことじゃなくて、デザインした

定量的な予測というよりも、相互作用が何かある

DNA を買って、それを細胞の中に入れることだ

ねというような、矢印を書くだけということが多

よ、と。将来、実習としてやりたいなと思ってい

かったのです。先ほどから何回かお話ししていま

ますし、コスト的には十分に可能になるというこ

す、いつどれだけという、量と時間を考えてくる

とになります。既に、アカデミアや企業の一線で

と、矢印を眺めるだけではなかなかうまくいきま

は何十万円かのお金をかけて遺伝子を 10 個集め

せん。そして、このたくさんの情報を整理しなく

て、酵素を 10 個集めて、細胞を工場にしましょ

てはいけない。動的なシステムとして扱う、そし

うということが普通の研究になっているわけで

てたくさんの情報を扱うという意味で、伝統的な

す。

生物学の考え方だけでは足りませんねというの

生物工学に理工学一般のアプローチとプログラ

が、この合成生物学の状況になっております。で

ミングの概念を入れるということは何かというこ

あるが故に、この学問の融合によって、新しい学

とについて説明させてください。先ほどから何回

際分野が必要になっている。これが、自分自身が

かお話をしましたが、今私たちがしたいことは、

今の所属にいるという理由でもあります。電気・

細胞を工場、たくさんの種類のタンパク質が集

情報生命工学科はちょうどいいところなんです

まった工場だと考えて、この工場の中の機械の並

ね。

び方をプログラミングするということになりま

どのインスリンと同じ時代の参考文献を見てみま

す。
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では伝統的な遺伝子工学はどうだったか。先ほ
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が、参考文献は『ドラえもん』、すみません、

すね。あらかじめどのような時間変化をするかと

きっと私の話で何回も見ている人がいますね。繰

いうことまで計算して、一定の組み立て操作でシ

り返しますが、でもこれは初出が 70 年代末なん

ステムを作ると。ハンダ付けで作れますねという

ですよ。『小学 6 年生』に載っていたらしいです。

ことをやっているわけです。

その当時にこんなことが書いてあります。「イキ
アタリバッタリサイキンメーカー、新種の細菌を
作り出す実験装置だよ」。ここまでは普通のドラ
えもんですね。でも、文章の中に書いてあるんで

バイオセキュリティのランドスケープ

かも動的な性能を予測する、ということができま

演題１

すと、たった 1 個の遺伝子を入れていた時代です

す。「新種の細菌を作るには、今ある菌の染色体
演題２

の中の DNA を改造し、その遺伝情報を」
。とい
誌に載っていたというのは驚きです。
でも当然ながら、社会一般の代表としてののび
太君の反応は、
「難しい話はいいから、やって見
せてよ」と。この次が悲しいんです。研究者とし
たりばったりだから、なかなか思いどおりの菌が

生物学でこんなことをやった人がいます。なんか

できない」と。「今までたくさん作ったけれど

点滅しているんですが、ホタルではないけれど生

も、ロクなのがないんだ。気長にやろう」と。悲

き物でして、大腸菌を点滅させてしまった研究者

しいことに私がシステム情報系、工学系の学科に

がいます。でも僕らのおなかの中の大腸菌を見て

入ると、「木賀さん、生物はこんなもんだよね」

も、点滅はしていません。彼らは大腸菌を点滅さ

と言われるんですね。で、悔しくて何とかしたの

せるために、複数の遺伝子を組み合わせて、回路

がこの十何年間の私の歩みでもありますし、さら

だと思って作ったわけですね。このときに、こう

に私の数年先から始めていた彼ら 2 人、合成生物

いった回路を行き当たりばったりに作って大腸菌

学を立ち上げた非生物系の、生物ではないバック

が点滅してくれるかというと、そんなことはあり

グラウンドを持つ先生たちのやった仕事でもあり

ません。実際に 2000 年に彼らがやった研究なん

ます。

ですけれども、3 つのタンパク質が組み合わさっ

工学一般と生物学をすり合わせて達成される合

て点滅するというものを作っております。

になります。ホタルが点滅してきれいですね、飛

を立てるんですね。細胞の中で研究者が入れた 3

びますね、なんてものもありますが、この点滅す

種類のタンパク質がどれだけたくさんできますか

るということに注目してみると、人間はこんなも

と。その時間変化を式で書いてあげましょうと。

のを作ることもあります。点滅していますがホタ

この式をきっちりと解くと、どういうときに点滅

ルではありません。点滅する電子回路ですね。こ

しやすいか、点滅しにくいかということが現れて

ういった回路を作るときに何を考えて回路を作る

きます。そしてこの数式は空想上の産物としない

か、そうすると必ず設計図を書きますね。ここで

ようにしています。できるだけ実際の生化学の式

すが、設計図を書くときには必ずどんなトランジ

に基づいた式を立てております。この式を解釈す

スタ、どんなダイオードを入れるんですかという

ると、タンパク質の寿命が短ければ点滅しやすい

ことを考えると、規格化された部品を組み合わせ

ということが見えていきます。

るための設計図ですね。元々は、設計図に入れ込

そうすると今度は生物学の知識の出番でして、

むべき部品の性能がカタログに載っています。し

この出来上がるタンパク質、アミノ酸配列のお尻
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その時に彼らがやったことは、先に数理モデル

演題４

成生物学の例を紹介します。実際にこんな考え方

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

この理工学一般の発想があったからこそ、合成

演題３

てのドラえもんが、「簡単にいくもんか、行き当

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

うのが 70 年代の末に『小学 6 年生』、小学館の雑

演題３

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

のほうに、タンパク質分解酵素によって、このタ

た。

ンパク質が壊されろということを書き込んであげ

私が数理モデルに基づいた生物実験について今

ます。実際にこの分子は早く細胞の中で壊れるの

いえることは、式が 10 本ぐらいだったら簡単に

で、先ほどのように点滅したという話になってい

できるということです。10 種類ぐらいのタンパ

きます。というように、行き当たりばったりで作

ク質をコードする遺伝子のネットワークは、遺伝

るのではなくて、数理モデルに基づいて動作する

子合成で何十万円かかけると買える。それがちょ

見込みが高いネットワークを作りましょうという

うど数理モデルと実際の生物の挙動が一致するサ

ことが、合成生物学の始まった 2000 年頃からずっ

イズに載っていて、ちょうどいい研究のターゲッ

と続いている流れです。

トかなというのが現状ではあります。
遺伝子ネットワークをデザインして、数理モデ
ルでその動作を予測するときに、複数の数式を
「組み合わせてもいい」というところも肝になっ
ているんですね。端的にいうと連立方程式です。
連立方程式は、複数の式があったときに、ｘとｙ
の組み合わせが数字ででてくる、皆さん中学校で
やったあれです。この考え方を使っていくと、複
雑なシステムというものをデザインすることがで
きます。
この式を組み合わせることができるということ
を、もうちょっと広い意味でいうと、自然科学の

この流れにある、2011 年の私たちの仕事です。

分野というのは、数理モデルで書かれた原理や再

働きアリの中に怠け者が混じっているという話

現性があり、組み合わせることができる、という

を、皆さんはどこかでお耳にしたことがあるん

意味でつながっているんですよ、ということで

じゃないかなと思うんですけれども、あれを大腸

す。

菌にやってもらいました。同じ遺伝子セットを
持っている大腸菌なんですけれども、働き者と怠
け者に分かれる。だけど働き者がいたときは怠け
ていてもいい。その代わりに、怠け者だけになっ
てしまうとみんなが困って、一部が働き出して残
りがまた怠けるという、こんなことができたらい
いなと思ったんです。そこで、実際に回路を設計
して数理モデル化して、それぞれのタンパク質が
どういうパラメタ、どういう性能を持っていたら
細胞のデザインした挙動を達成できるか計算しま
す。あるパラメタのセットで、実際に要求通りの
動作をコンピュータ上の大腸菌が達成できまし

つながっている、ということは、工学における

た。しかも、このパラメタは生体分子で実現可能

指数関数的な発展の必要条件でもあります。いろ

な範囲にありました。そこで、これに対応する

んな式を組み合わせることができるし、再現性が

DNA を作って、大腸菌に入れます。すると、期

あるので技術は進展していく。どこかの工場で発

待通り怠け者だけだとみんなが困って、その後、

明されたことと別の工場で発明されたことが、理

大腸菌たちの一部が働いて、残りの大腸菌がまた

想的な特許の運用だと中身は公開されています

怠けるという生物実験が組めるようになりまし

ね。それがどういう数式に基づいているかという

36

第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録

立した発明を新しいところで組み合わせて良いシ

学を理工学一般の方に持ってきたいというのが、

ステムを作るということが、自然科学における、

生物系ではない分野から始まった合成生物学の

もしくは理工学一般における技術の発展である

メッセージです。

分野の発展が別の分野の発展を 2 倍刺激して、2

るものでしたが、2000 年に数理モデルを使った

倍刺激して、2 倍刺激してと、自分の分野に返っ

合 成 生 物 学 を 始 め た 人 間 の 1 人 で あ る Jim

てくることもあると。という意味合いで技術とい

Collins、それから情報系で著名な Tom Knight。

うのは、指数関数的に発展していくんだろうと思

彼らが数理モデルの導入ということを始めたとい

います。ここで肝は、つながっているということ

うのが非常に強いメッセージとして、私が今日伝

なんですね。他の人がやったことを応用できる、

えたいことであります。これが生物工学に理工学

組み合わせできる、再現できることです。そうい

一般のアプローチとプログラミングの概念を組み

う意味で残念ながら生物学というのは、他の分野

込むというお話でした。

と孤立気味なのかなと。

最後に合成生物学と社会との関わりについてお
話をさせてください。iGEM となると、まさに

の連鎖によって指数的な発展があるのは、2 つの

さっきの Tom Knight ですね。彼が始めた合成生

ことが要求されています。1 つ目は、他の人に

物学のコンテストです。学部生向けではなく研究

よって再現可能であること、もう１つは数理モデ

者の集会で、合成生物学の主流とされる学会の中

ルに基づいてデザインできているし、この数理モ

に、SB シリーズ、というのがあるんですが、そ

デルが組み合わせ可能であるということです。そ

れも Tom Knight が立ち上げに深くかかわったも

れぞれの軸の反対側を取ってみると、他の人は簡

のであります。
このコンテスト iGEM が 2005 年から国際コン

モデルに基づいて解説するんじゃなくて、お料理

テストとして始まっていて、参加チームがダーッ

するときに塩こしょうを少々入れましょうと。こ

と増えていって、大体今はそろそろ 300 ぐらいで

ういう表現では、組み合わせに失敗しますよね。

定常状態になったかなという気はしているんです

父方のおばあちゃんのレシピと母方のおばあちゃ

けれども、微妙にまだまだ増えつつあります。今

んのレシピを組み合わせておいしい料理ができま

は 300 チームの参加者を集めると 3,000 人以上に

すかというと、多分できないですよね。

なっていて、ボストンのハインズコンベンション
センターの大きいホールを使うことができるよう

合わせはなかなか大変です。一方で数式は組み合

になっています。別の言い方をすると、MIT の

わせが容易です。というのが一般的な理工学一般

講堂の中に入り切らなくなっちゃった、というと

なんですが、残念ながら、生物分野の技術だとそ

ころまできています。
このコンテストの参加者は、生物系の学生がメ

方から離れた生物分野の技術も役立ちます。例え

インなんですが、生物系の学生だけで組んでいる

ば素晴らしい腕を持った外科手術というのはこれ

チームは勝てません。先ほどからのお話のとお

です。再現性は他の人じゃ無理かもしれないし、

り、合成生物学ではモデルを使って予測しましょ

感覚でやるんだというふうに教わるかもしれませ

う、 こ れ も 実 は コ ン テ ス ト の 採 点 対 象 に な っ

んが、非常に重要ですね。だけれども、どうして

ちゃっているんですね。モデルをどう上手に使っ

もこういったものは指数関数的な発展には乗って

ているか。それから社会との関わりというものも

いかないんだろうなと思います。いろんな人に聞

ちゃんと考えていますかということも採点対象で

いてみると、遺伝子工学はこの辺、普通の理工学

すし、バイオセーフティのほうに関しては、採点

とは離れているんじゃないのと言われることが、

というよりかはクリアすることが義務であって、
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デュアルユースが懸念される研究とその教育

うでないこともある。もちろん理工学一般の考え

演題４

自然言語で書かれているものというのは、組み

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

単には再現できない。それからもう１つは、数理

演題３

繰り返しますが、世の中で技術イノベーション

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

この点滅大腸菌の仕事はまた別のグループによ

演題２

と。指数関数、という意味で解釈しますと、ある

バイオセキュリティのランドスケープ

残念ながら非常に多いです。何とかして遺伝子工

演題１

ことも、ちゃんと分かると。そうすると 2 つの独

演題３

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

そこを守っていないとそもそも参加不可能という

オープンソースが大好きなんですね。ですので、

ところになっております。

これがもうあまりに当然のこととして扱われてお

iGEM が最初からきっちりとしていたわけでは

ります。「インターネットの発達によって、大学

なくて、既存の研究ルールに加えて、だんだんと

にいなくても自分が自宅で学習できる環境ができ

自分たちとしての追加ルールや、既存ルールのわ

たり、自分たちで作ったものを仲間で共有する。」

かりやすい表現を示していくという立場に立って

ここにバイオの文脈として、「遺伝子の改変に使

おりました。最初の頃は残念ながらバイオセーフ

うための DNA のコストが安くなる。」

ティの専門家はいなかったんですけれども、規模

このせりふ自体は、私の学科の同僚の岩崎秀雄

が大きくなってきたので、専門家をリクルートす

さんによるものです。彼は、サイエンティストで

ることもできるようになりました。この iGEM の

あると同時に、アーティストでもあり、最近いわ

コミュニティーの中にいる研究者サイドの私とし

ゆる DIY バイオのほうにもだいぶ彼自身が注目

ても、ありがたい話だなと思っております。

して、関与していたりするところもあります。彼

iGEM における合成生物学と社会とのかかわり

が出演した去年の NHK の「おはよう日本」と、

について、もう一つはこの MIT で Tom Knight

それから「クローズアップ現代」でありまして、

が始めたということも大きいのかもしれません。

まだサイトに出ているかもしれません。
「“DIY バ

Kenneth Oye という人がいるんですけれども、

イオ”自宅で手軽に生物科学の研究？！」
、この

彼も最初期からずっといましたので、社会科学の

情報を多くの方が認知なさったと思います。

皆さんとの協働を進めないとまずいということ

さ て、DIY バ イ オ を や っ て み よ う、 と し て、

を、Tom Knight はかなり早い段階から自覚して

DNA が手に入ると何が起きますかというとき

いたということになると思います。

に、野放図に進んでしまうと危ない。でもうまく

SB シリーズ、研究者のほうを集めた研究会で

進んでくれると、これは非常にありがたいことで

も、毎回 3 分の 1 から 4 分の 1 は社会科学のセッ

あるというのが、私の考えです。なぜならば、技

ションに充てるという伝統が、私たちの分野では

術を知っている人が世の中に増えていくというこ

あります。その国内版である「『細胞をつくる』

とが、ソフトな意味のセキュリティなんじゃない

研究会」でも、社会科学の分野のセッションを毎

か、ということを、研究者として私は考えます。

年やっておりまして、2012 年木賀が年会長の際

一方で、DNA に対するアクセスというのは、こ

や、2017 年も、四ノ宮先生にはご登壇をお願い

れはしっかりとしなくてはいけないからこそ、コ

しました。いつもありがとうございます。

ミュニティーラボという形で、できる限り責任感
を持った研究者が絡む形で DNA を扱うというこ
とは必要なんじゃないかとは思います。
ここから、コンピュータのこれまでの発展と、
合成生物学のこれからの発展のアナロジーをお話
しします。これはだんだんと長い DNA が安くで
きましたというグラフです。そして、2008 年に
バクテリアのゲノムを完全に作った、というアメ
リカの研究がありました。これが『朝日新聞』さ
んの 1 面で紹介されたのですが、同日の同じペー
ジ 1 面トップ記事が「ウイルス作成罪」というこ
とで、非常にびっくりです。ただ、こちらのトッ

iGEM と DIY バイオには、よくも悪しくも共通

プ記事は、生物にかかるウイルスではなくて、コ

点があります。iGEM は、コンピューターサイエ

ンピューターウイルスの作成のほうですね。びっ

ンスから入ったので、オープンイノベーション、

くりした私の勘違いでしたが、ある意味、警鐘で
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演題１

もあるかなというふうに思っています。

バイオセキュリティのランドスケープ

自分子どもの頃からコンピュータをいじらせて
もらっています。40 年間をかけて、いろんな稼
ぎ方もある、それからいろんな悪用の仕方もある
ということも何となく見るわけですよね。40 年
間ほど前にパソコン、コンピュータがパーソナル
になった。僕はそのパソコンからしか知らないん
ですが、その前だとメインフレームのマシンが
あって、パンチカードに穴を開けてという時代も
あったと思います。自分の家でプログラミングが
iGEM の影響もあり、安全安心倫理というのが

方はいらっしゃいますか。『War Games』とい

心というのは、できるだけ自分も海外に広めよう

う。ちょっとだけいますね。ありがとうございま

かなとは思っています。結局は、分野を知っても

す。音響カプラでハッキングして、何かゲームを

らうことによる安心しかないんですよね。知って

していると思ったら、ハッキング先はアメリカの

もらうと、社会を守るために良いことがありま

本当の国防省のコンピュータにつないでしまって

す。どこまでいっても、悪用を完璧に防ぐことは

いて、本当に核戦争が起きそうになっちゃった、

厳しい。iGEM に FBI の人がやってきて、いろん

という映画です。40 年前から、ハッキングして

な こ と を 学 生 に 伝 え た り、 そ れ か ら も し く は

変なことが起きるね、みたいなことがありまし

iGEM の出身者をリクルートの対象とする。これ

た。現在でももちろん日本でもサイバーセーフ

らが有効なことも間違いないのですが、何が一番

ティ、セキュリティの基準とか何かを政府系のサ

大切かというと、まずは新しい学問や技術を社会

イトが作っていたりするんですよね。

の皆さんに広く知ってもらって考えてもらうこ

良いことも、そして気をつけなければ悪いこと

と、これが大切だろうと思います。
であるが故に、DIY、Do It Yourself、いろん

生物学まわりでも起きてくるんじゃないかという

な 階 層 の 人 々、 市 民 科 学 者、 英 語 だ と Citizen

ことは私も思っております。分野の他の人も、例

Scientist。といった形の活動も非常に重要なので

えばゲノム合成の国際コンソーシアムの会合で、

はないかと思います。プロとしての科学者ではな

セーフティエンジニアリングのワーキンググルー

く、趣味として科学に携わる方々の目線は重要で

プから発表した代表の人がこのスライドを作って

す。

演題４

も、コンピュータの歴史と同じようなことが合成

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

非常に重要なんじゃないか、と思います。この安

演題３

自分が小学生のときにみたこの映画をご存じの

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

ということですよね。

演題２

できるようになったときに、何が起きてきたのか

います。インターネットのセーフガードのところ

デュアルユースが懸念される研究とその教育

にもじって、バイオでもちょっと間違えると議会
の査問に召喚されちゃうね、みたいな。
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演題３

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

iGEM と社会との接点について、私が iGEM 参

と思います。一つの手段は、こういった形のワー

加学生と一緒に進めたアプローチをお話ししま

クショップかなとも思うんですけれども、もっと

す。最初の頃の年は、iGEM で遺伝子を組み合わ

いい方法もあるかもしれず、できる限り皆さんの

せる、カードゲームを作ってみましょうみたいな

知恵を頂ければといつも願っております。

ことをやって、合成生物学はこんなんですよ、な

ゲノム合成のワーキンググループのほうでも、

んていうことを広めるぐらいでした。その後、双

いろんなことがありますが、今までの齋藤先生を

方向の意見交換を目指したアプローチを始めまし

リーダーとするこの会で発表しておりましたの

た。合成生物学をトピックとしたサイエンスカ

で、本日は要点だけお伝えします。新しい技術が

フェに来るという意味合いで、合成生物学に興味

出来上がれば、新しい守り方も出来上がるんだと

を持っている人たちがこのイベントの参加者で

いうようなことは積極的に考える。こういった立

す。過去の iGEM の学生プロジェクトについて簡

場にも私たちは立っておりますし、私自身の研究

単な解説をした後に、実際に参加者の皆さんも、

活動も、安全装置を作ることもできるんだ、とい

iGEM に参加した、と仮想して、いくつかのチー

うようなことに繋がっています。

ムに分かれて、各チームでプロジェクトを組んで

このスライドは、理工学一般でのイノベーショ

発表してみましょうと。そして、別チームの参加

ンの原理、再現性ですとか数理モデルというもの

者から、プロジェクトに対して良い点と悪い点、

を生物分野に適用して生物分野のさらなる発展の

危ない点を書き込んでもらった付箋を集めます。

源にしよう、という合成生物学の本質を改めて紹

そして、悪い、危険という指摘に対して、プロ

介するものです。

ジェクトを組んだチームは、こういう形で対処で
きると思います、というようなことを改めて発表
してもらいます。ここで私が皆さんの参加を拝見
して気づいたことがあります。
自分のプロジェクトに対する悪い、危険という
コメントの中に、絶対に嫌いだから駄目、など、
プロジェクト立案者として対応しようがないコメ
ントもある、というのを実感してもらう機会に
なっていました。逆に、こういうリスクの指摘に
対しては、リスクを減らす対応を考えられそうだ
ね、というようなことを感じてくださる機会とも
なったようです。最近は、学科の学生の一部に毎

おそらく、この 30 年後の生物工学というのは、

年このフォーマットの実習を行っています。この

実験技術ではなくてプログラムの作成能力になる

経験が、うちの学生が将来他の分野に対して何か

んだろうなと。ひょっとしたら実験自体は、全部

コメントをするときに役立ってくれるんじゃない

が外注されるかもしれません。外注にも標準化が

かということは期待しております。

大切です。今 iGEM ではまさに標準化、DNA の

私たちも社会一般からのコメントをたくさん欲

配列のデータベースを標準化するということは、

しいです。実は、大嫌いだから駄目というもの

だいぶ出来上がってきました。さらに、参加する

も、そのコメントがどの程度の割合あるというこ

各学生チームが実験の標準技術を持っていますね

とは大切な情報です。わからないものは怖い、と

ということを要求するというのを少しずつステッ

いうのはヒトも含まれる生物の当然の反応ですの

プ、ハードルを上げつつあります。これは合成生

で、新しい技術分野を社会一般に認知してもらう

物学の学生チームではなく、生物学の広い分野の

ために、私たちはどういう活動をしなければいけ

プロの研究者を対象とするものです。顕微鏡観察

ないかなということは、いつも考える必要がある

のデータについても、標準技術のデータを取れる
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演題１

と示した研究者からしか、研究論文の投稿を受け

バイオセキュリティのランドスケープ

付けません、というようなことが起きるかも、と
いう流れが進んでいるようです。また、EU の
Horizon2020 ですか、公的な研究資金の枠組みの
中でも標準化、合成生物学の標準化というものが
走りだしております。
この標準化した測定は、組み合わせ可能という
ことなんですね。少なくともアメリカ、ヨーロッ
パでは、生物学のデータの出し方でも、組み合わ
せをするための標準化、ということが、重要な考

演題２

え方として認知されつつあります。

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

標準化の重要性とともに、遺伝子群をコードす
る長い DNA の入手も合成生物学の発展には重要
です。それとともに長い DNA が安く手に入った
ときに、生物学の技術により社会一般で何が作ら
れていくか、についても考えていくということも
併せて重要ではないかと思います。自分のパソコ
ンでプログラミングができる、イコール自分の部
屋でコンピュータのウイルスもできると同じよう
に、少なくとも生物へのウイルスのデザインが一

演題３

般の家庭の中でできてしまうかもしれない。だか

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

らこそ物質としての DNA へのアクセスはしっか
りと考えなければいけないという話でもありま
す。そして、果たしてどこまで防げることができ
るのかと考えると、先ほど少し触れたことでもあ
りますが、一番重要なことはやはり、社会一般が
どこまで合成生物学でできるんだということを
知っていて下さっていることでしょう。少し危な
い活動があると思ったら、何かの形でその認識が
社会に現れていく、知られていくということが非

演題４

常に重要なのではないかなということを感じてお
ります。というところで、私の話はおしまいにさ

デュアルユースが懸念される研究とその教育

せてください。どうもありがとうございました。
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演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

演題 4

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

四ノ宮：それでは最後の話になりますけれども、

の生物剤がオーバーラップしていきます。そして

私のほうからデュアルユースが懸念される研究と

さらに一番上には、「先進的な生物剤」と書かせ

いうことに関してのオーバービューと、それに関

ていただきました。

する教育的な話をしたいと思います。

この流れについてお話をしますと、生物兵器禁
止条約が発効したのが 1975 年ですが、1970 年代

これまでの DURC 議論の振り返り

は基本的に伝統的な生物剤を使ってリスクの高い

最初に、「これまでの DURC 議論の振り返り」

生物剤をいかに兵器化するかというような話が中

と書かせていただきました。DURC というのは

心だったと思います。そこから遺伝子工学が発達

Dual Use Research of Concern の略で、デュアル

してきて、1970 年代以降 1990 年代後半ぐらいま

ユースが懸念される研究のことです。よく英語で

で、遺伝子を色々な形で組換えることのリスク、

DURC（ドゥーク）と呼んでいますけれども、こ

それを考えなければならないという問題が、そこ

れの振り返りです。

にさらにオーバーラップしてきたというわけで
す。

先進生命科学技術の進歩と生物戦の脅威

さらに、2000 年に入ってからですが、先進的
な生物剤が出てきます。これは今までにあったも

先進的な生物剤

脅威

2000年以降

1990年代
1970年代

木賀先生からご紹介いただいた合成生物学のよう

遺伝子を組換えた伝統的生物剤／生化学剤

ゲノム期
ᵏᵗᵗᵗ ᵐᵎᵎᵑ

ᵐᵎᵐᵎ

ドラフト（ラフな読み取り） ヒトゲノム読み取り完了
Petro, J. B., Plasse, T. R., and McNulty, J. A.: Biotechnology: Impact on Biological Warfare and Biodefense. BioSecurity and
Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science 1(3): 161-168, 2003.
(http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/153871303769201815)から引用改変

これは、よく使わせていただいている Petro ら
の書いた論文の図です。ヒトゲノムプロジェクト
が始まり、1999 年にラフなゲノムの読み取りが
できました。そして、2003 年に読み取りが完了
しました。一応この図では、“前ゲノム期”と
“ゲノム期”をこの辺りの時期で分けています。
生物兵器禁止の文脈でいいますと、基本的には
「伝統的生物剤」を使った生物兵器というのが
ベースにありまして、それに「遺伝子組換え型」
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に、一から色々なものを組み立てることができ
る、また、あとでお話するゲノム編集のように、

伝統的生物剤
前ゲノム期

のを多少加工するということじゃなくて、先ほど

好きなところに編集を入れるというようなことも
出てきています。このような考え方の中で、デュ
アルユース性のある研究をどう整理するのかとい
うことです。

野兎病菌へのβエンドルフィン組込み （1993年）
炭疽菌ワクチン改変 （1997年）
マウスポックスウイルス遺伝子改変 （2001年）

2. 逆遺伝学

工ゲノムを持つ細菌を作り、さらにミニマム・セ
ルの話も以前させていただきました。2017 年に
は馬痘ウイルスが人工合成されました。これで問
題となったのは、マウスポックスのところとも関

1918年型スペイン風邪ウイルス人工合成 （2005年）
哺乳動物に空気伝播する高病原性鳥インフルエンザウイルス
（2012年）

連するかもしれませんが、天然痘ウイルスと近縁

感染性ポリオウイルス人工合成 （2002年）
細菌ゲノム人工合成 （2008年）
人工合成ゲノムを持つ細菌 （2010年）
ミニマムセル （2016年）
馬痘ウイルス人工合成 （2017年）

完全に人工合成するということが、恐らく技術的

3. 合成生物学

にクリアされたと考えられているわけです。

演題２

Finkレポート（2004年）

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

これまでの歴史的な経緯を振り返ってみたいと

であるという点です。、ヒトの天然痘ウイルスを

思います。興味を持っていただいている皆さんは
既にある程度ご存知だと思いますので、手短に
ざっとリストアップさせていただきます。
まず、最初に組換え遺伝子技術が問題になった
事例としては、野兎病菌や炭疽菌の遺伝子を改変

バイオセキュリティのランドスケープ

1. 組換えDNA 技術

演題１

ら、細菌のゲノム合成ができて、それをもとに人

先進生命科学研究とデュアルユース問題

いずれも遺伝子
組換え、特定の
遺伝子レベルで
の改変を想定

して、色々な毒性のあるものに変えたというよう
な論文が出ています。あるいは、マウスポックス
ウイルスの遺伝子改変です。これはマウスポック
が、ヒトの天然痘ウイルスと非常に近縁であると

ますけれども、一つの節目となったのは 2004 年の

いうことから、この遺伝子改変がワクチンを無効

Fink レポートで、これはバイオテクノロジーの問

にするというような研究内容が問題視されたわけ

題にフォーカスを当てています。“Biotechnology

です。

research in an age of terrorism”というタイト

クスと言いますが、この逆遺伝学の手法を利用し

イオテクノロジー研究が生物兵器開発に及ぼすイ

てスペイン風邪のウイルスを完全に人工的に再構

ンパクトを検証したものです。事細かに全部をお

成したという報告が出ています。あるいは、高病

話することはできませんが、ここに書いているよ

原性鳥インフルエンザの研究です。今のところは

うな色々な研究カテゴリーがあります。その研

ヒトに感染する事例は偶発的な感染だけなのです

究のカテゴリーの中で、「こういう実験をしたら

が、哺乳動物のフェレットを使って、フェレット

色々と問題になりますよね」ということが、2004

からフェレットに空気伝播するウイルスが作られ

年に議論されました。生物兵器の凶悪化に関する

ました。この研究の延長線でいくと、ヒトからヒ

種々の技術です。基本的にはこの段階において

トにうつるウイルスを作ることができるというこ

も、ある程度特定の遺伝子を組換えたり特定の遺

とで、これはかなりの議論を誘起した事例であっ

伝子を導入することによって、何らかの想定でき

たと思います。

る範囲での事象であったように思います。

それからさらに、先ほど話題に上った合成生物
学ですが、一番最初に報告されたのは 2002 年の
感染性ポリオウイルスの人工合成です。これは
「シークエンスさえ分かれば、もうウイルスは作
れますよ」ということを示したわけです。それか
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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ルからも分かるように、このレポートの主題はバ

演題４

さらに逆遺伝学、英語ではリバースジェネティ

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

このような事例が積み重なってくることになり

演題３

スウイルス自体にさほど大きな問題はないのです

演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

GOF研究に対する国家資金拠出の枠組み（2013年）

米国のDURCポリシー（2015年）

米国保健福祉省が提案している㻴㻡㻺㻝研究課題
に対するデュアルユースリスク審査基準
㻝㻚㻌作出予定のウイルスが、自然界においても将来的
に出現する可能性がある。
㻞㻚㻌科学的な問いに答え、かつ公衆衛生上の意義を
有している。
㻟㻚㻌同じ科学的疑問に対して、提示する手段よりもリス
クの低い方法では答えることができない。
㻠㻚㻌研究従事者と大衆に対しバイオセーフティ上のリス
クが十分に軽減される管理体制下にある。
㻡㻚㻌バイオセキュリティ上のリスクが十分に軽減される
管理体制下にある。
㻢㻚㻌研究成果は人類の健康に対する潜在的利益をも
たらすものとして広く共有されることが見込める。
㻣㻚㻌研究課題の実施状況についてファンディングを通
じた不正の監視とコミュニケーションの管理ができ
る体制となっている。

それから振り返りですけれども、鳥インフルエ

さらに、スペイン風邪ウイルスの合成であった

ンザの問題がありました。特に、高原病性鳥イン

りとか、鳥インフルエンザウイルスの改変であっ

フルエンザを改変して、場合によってはヒトにパ

たりとか、そういう問題を受けて、アメリカの

ンデミックを起こし得るようなウイルスもできて

Dual Use Research of Concern のポリシーが出さ

しまうかもしれないというようなリスクを抱えた

れます。ここに挙げているのは、基本的には生物

中で、『Science』の Policy Forum に「研究資金

兵器に転用が可能な種々の危険な病原体です。そ

についての枠組み」の提案が成されました。これ

ういう中に高病原性鳥インフルエンザウイルスで

は 2011 年 か ら 2013 年 当 時 の 議 論 を ま と め た レ

あったりとか、先ほどのスペイン風邪ウイルスで

ポートですが、この鳥インフルエンザの問題はさ

あったり、こういうものが名指しでリストアップ

らにこの後も色々と議論を巻き起こすことになり

されるようになったわけです。

ます。
一応の区切りとしてここで示されたのは、国が
研究者に対して研究資金を提供するに当たってク
リアする必要のある 7 項目です。これは、基本的

デュアルユース問題に対する提言（日本国内）
2012年

2014年

には「１．実験のデザイン」と「２．公衆衛生の
意義」をしっかりと考えましょうということ、
「３．リスクの低減」、「４．バイオセーフティの
問題」、「５．バイオセキュリティの問題」、それ
から「６．情報共有の問題」で、そういうことを
基本に主な提言部分が出されて、「７．研究進捗
の管理」に繋がります。基本的には、これをベー
スにその後の議論も進みますし、これをベースに

そういう中で、われわれ日本は何をしていたか

資金供与がされることになります。「しっかりと

ということですけれども、日本学術会議や JST

リスク管理が成された形で研究が進められている

の CRDS を中心に色々なワークショップを開いた

か」というところが重要なファクターになって、

り、関連者の方々に色々と会議に参加していただ

今まで来ているということになります。

きました。一つの案としては、CRDS が 2012 年
にガバナンスの体制整備に関するデュアルユース
の「戦略プロポーザル」を出しています。日本学
術会議のほうは、包括的なデュアルユース問題の
議論のあと、2014 年に名古屋市立大の岡本先生
が中心となって、特に病原体研究に関するデュア
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いうような現状です。

ところからもお話をしたいと思います。ゲノム編

は出来上がっていますけれども、実際にどれだけ

技術ではあります。そして、ゲノム編集に関わる

国内実施ができているかというのはなかなか難し

色 々 な 前 駆 技 術、Zinc finger nuclease と か

い問題です。このような分野の研究を行う研究者

TALEN とか、そういうものを使った技術という

の中でどれだけ理解が成されているかとか、学会

のは過去にもあったわけです。けれども、その転

レベルでどれだけそういうところに配慮した研究

帰となったのは、この『SCIENCE』ジャーナル

の内容が進んでいるかとか、あるいは実際の大学

に報告された 2012 年です。彼女は有名な Jennifer

とか研究所の中で本当にどこまでそれを真剣に考

Doudna で す が、Emmanuelle Charpentier と と

えているかということに関しては、まだ不十分だ

もに、この新しい技術、CRISPR-Cas9 の技術を

と思います。

開発して、ここから一気に時代が変わってくると

ただ幸いにも、そういうデュアルユースが非常

いうことになります。

に問題となったものが事故を起こした事例という
のが出ておりませんので、そういう面ではまだ頭

ゲノム編集： 急速に発展している研究分野

の中で考えている段階だと思います。けれども、

PubMed：ゲノム編集に関する論文
count
3500

こういうものが実際に問題として社会に事例を起

3000

こしてしまうと、一気に表面化するのかなという

2500

気はしています。幸いにも、今はその段階には

2000

Keyword:
Genome editing
（ゲノム編集）

至っていないわけです。

1500

新たな DURC 領域として進展するゲノム編集
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で、ざっと簡単にオーバービューしました。
今日は特に、今まで私のほうからはお話をしな

これは、PubMed といってわれわれがよく利用

かった新たな領域としてのゲノム編集について少

しているインターナショナル・ジャーナルのサイ

しお時間を頂いてお話をして、その後に教育の話

トです。サーチしましたところ、この 2012 年、

をしたいと思っています。

先ほどの論文が出る前は、緩やかにゲノム編集の
仕事というのは増加をしていたところですけれど
も、2012 年のこの CRISPR-Cas9 の技術が出てか
然違うということです。今は 2019 年の年始めな
けれども、恐らく 2019 年は前年をさらにまた抜
く勢いでどんどんと研究が加速するのではないか
と考えられています。

http://www.news.com.au/technology/science/human-body/the-biotechnology-trial-of-the-century-overcrispr-patent-settled-in-us-court/news-story/7a2484f89b9668cdbcfe3340e636abbc

皆さんはもうゲノム編集に関しては、すごく興
味を持たれていらっしゃると思いますので、大体
のことはお分かりかもしれません。けれども、実
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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ので、この図では論文の数はまだ 200 くらいです

演題４

ら、一気に活発になりました。スピードがもう全

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

ここまでが今までに色々とお話をしてきたこと

演題３

1000

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

集に関しましては、随分と前から考えられている

演題２

日本国内に関しては、こういう書面上でのもの

バイオセキュリティのランドスケープ

験系でない方もいらっしゃるので、少し基本的な

演題１

ルユース問題に対する提言を作成いただいた、と

演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

CRISPR-Cas

CRISPR-Cas

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
CRISPR associated proteins

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
CRISPR associated proteins

http://theconversation.com/what-is-crispr-gene-editing-and-how-does-it-work-84591

http://theconversation.com/what-is-crispr-gene-editing-and-how-does-it-work-84591

もしご存じでない方のために、CRISPR-Cas あ

その後に何が起こるかというと、細胞の中には

るいは CRISPR-Cas9 と呼ばれている技術につい

自動的に DNA を修復するシステムがありますの

て少しお話をしておきます。Clustered Regularly

で、切断されたものは当然、再び繋がろうとしま

Interspaced Short Palindromic Repeats というの

す。例えばひもを切ってつなぐというような形に

が CRISPR の略で、元々はバクテリア（細菌）が

なります。DNA が切断された後は、細胞が勝手

外来のウイルスに対して持つ免疫、外から入って

に DNA を修復するだけなのです。しかし、DNA

くるウイルスに対する防護手段として持っていた

を修復するときに、つまり切れたものをつなぐと

塩基配列から見つかったものです。

きに、切れた部分の塩基が幾つか抜け落ちて短く

Cas の ほ う は CRISPR associated proteins と

なり、大抵の場合は、このつなぎ目は元通りの

いって、幾つかのシリーズのタンパクなのです

シークエンスとはなりません。そこで DNA の

が、そのうちの 9 番目のタンパクが使い勝手がい

シークエンスの一部に欠損ができて、これがター

いということで、CRISPR-Cas あるいは CRISPR-

ゲットとする遺伝子の場合には、遺伝子をノック

Cas9 という技術として非常に有名になったわけ

アウトできるという技術になります。ですから、

です。

この CRISPR-Cas9 技術により、遺伝子のノック

どんな技術かということなのですが、まずはこ

アウトは非常に簡単にできるようになりました。

の役割を果たす重要なプレーヤーの一つにガイド

それからもう一つは、この技術で DNA を編集

RNA というものがあります。このガイド RNA

する際に別の DNA 断片を一緒に入れてあげれ

は、ゲノムの DNA のどこかのシークエンスとう

ば、その DNA 断片が修復の部分にはまり込むと

まく一致するシークエンスを持っています。それ

いうことになります。DNA の切断に関しては既

と Cas9 という DNA を切断できる酵素が組み合わ

に特定の部分を切ることができますから、特定の

さることによって、DNA の上を滑るように流れ

部分に特定のシークエンスを入れ込むことができ

ていきます。そしてある特別のターゲットシーク

る技術だということになります。もちろんこの技

エンス、つまりこの Artificial guide と書いてあ

術は、当初の技術からどんどん発展してきてお

る RNA が認識できるシークエンスのところに行

り、最初はつなぎ目の具合も不十分であって誤っ

き着きますと、そこのシークエンスの DNA を切

て繋がったりしていましたが、今では、かなり正

断します。だから塩基配列特異的に DNA を切断

確に思ったように DNA を編集することができる

するという、ただそれだけのことなのです。

ようになりました。
組換え DNA の技術と最も違うのは何かという
と、今までの組換え DNA というのは、ある程度
DNA を抽出して、試験管の中で DNA を切って
繋いで、また元の細胞に戻すということをやって
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た。
遺伝子ドライブでは、ゲノム編集ができるツー

へ必要パーツだけを入れてあげれば、細胞の中の

ルをシステムとして細胞内の遺伝子の中に組み込

遺伝子が勝手に書き換わるということです。コス

みます。これは蚊のモデルですが、父親由来の遺

トも安いですし、お手軽にできるということで、

伝子と母親由来の遺伝子で非常に似た遺伝子がペ

一気に世界中に広がった技術です。非常にやりや

アを作っており、これを相同染色体と呼びます。

すい。

その相同染色体の片側に CRISPR-Cas9 のシステ

に、 以 前 の 組 換 え DNA の 技 術 を 使 っ て

染色体上にあるターゲットシークエンスを勝手に

homologous recombination を行うのに、当初は 3

探して、反対側も自動的に書き替えます。細胞の

年ぐらいかかっていました。かなり手慣れた人が

中の遺伝子を自動的に書き替えてくれるというシ

やっても、embryonic stem cell（胚性幹細胞）

ステムです。ですから 1 個入れればもう片方も勝

からノックアウトマウスを作成するのに通常 2 年

手に書き替わるというシステムです。これを最初

ぐらいかかり、どんなに早くやっても 1 年半ぐら

に考えたのが Kevin Esvelt という人です。

いはかかりました。このように、以前の技術は効
率が良くないやり方だったわけですけれども、こ

遺伝子ドライブによるマラリア伝播の制御

の CRISPR-Cas9 のシステムができてからは、3 カ
月で作れるようになりました。今はもう外注でで
きますので、自分でノックアウトマウスを作る人
は少なくなりました。圧倒的に時間短縮になり、

メンデルの遺伝の法則

遺伝子ドライブ

演題３

コストもダウンされたということになるわけで

https://www.sciencenews.org/blog/science-ticker/gene-drives-aren%E2%80%99t-readywild-report-concludes

遺伝子ドライブを何に利用できるかというと、
今考えられているのは、マラリアを伝播する蚊の
遺伝子を書き替えて、マラリアを伝播しない蚊に
するということです。そうするとマラリアを伝播
しない蚊をできるだけ広げていけば、例えばワク
無くすことができるという考え方です。
ゲノム編集の技術は、非常に色々なところに利

を組み込んだものですけれども、今までの考え方

用されていますが、最も注目されていることの一

というか、今までの遺伝子操作であれば、メンデ

つが、遺伝子ドライブです。英語ではジーンドラ

ルの遺伝の法則によりますので、ある一定の割合

イブと呼ばれます。この遺伝子ドライブが何かと

でもちろん受け継がれますが、元々遺伝子を入れ

いうと、少し分かりにくいかもしれませんが、図

た蚊が 1 匹であれば、それが分散していきますの

中の「Nuc」はゲノム編集を施すのに必要なワン

で、最終的に世代が進むごとにその入れた遺伝子

セットのツールを示しています。先ほどの 1 枚前

の頻度は、蚊のグループの中では希釈されていき

のスライドではこのようなツールを細胞の外から

ます。特定の一部の蚊だけが遺伝子を持っている

細胞内に入れてゲノム編集を施してあげていまし

という形になります。
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この図で簡単に説明しますと、赤が特別遺伝子

演題４

チンとか治療薬なしに、蚊のレベルでマラリアを

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

す。

ゲノム編集技術の利用（遺伝子ドライブ）

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

ム自体を組み込んで入れますと、もう片側の相同

演題２

例えばノックアウトマウスを作ろうとした場合

バイオセキュリティのランドスケープ

編集技術は、細胞が生きたままで外から細胞の中

演題１

いました。ところがこの CRISPR-Cas9 のゲノム

演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

しかし、この遺伝子ドライブを導入すると、先

派生していって、例えば DNA を 1 塩基だけ簡単

ほども申し上げましたように一旦遺伝子が入って

に書き替えるというような技術も出てきていま

しまえば、自動的に反対側の相同染色体を書き替

す。DNA を切断しなくても一部の配列を書き替

えてくれます。例えば赤が特別遺伝子の入ってい

えることができるようになり、色々な編集のやり

るほう、黄色が遺伝子の入っていないほう（ワイ

方、応用が広がってきています。

ルドタイプ：野生型）ですけれども、交配して生

その中で、「広がる用途」と書かせていただき

まれた子どもは自動的に全部赤色になります。さ

ましたけれども、ざっと私が頭の中で考えただけ

らに、また野生型と交配をしてできた子どもは全

でも、色々な応用法が考えられます。例えば、先

部赤色になります。

天性の遺伝子疾患に対しできるだけ早い時期に介

これを繰り返していくと、最初は少数の遺伝子

入すれば（例えば受精卵の段階で介入すれば）、

をある特定のグループに入れるだけですが、どん

恐らく免疫不全症であるとか、重症筋ジストロ

どんと交配が進むに従って遺伝子が浸透していっ

フィーとか、そういう病気は多分治せると思いま

て、最終的には全部がこの赤色になります。つま

す。異常遺伝子の一部分を書き替えて、正常な遺

り全部がマラリアを伝播しない蚊になるというわ

伝子に書き替わった子どもができます。あるい

けです。ここまでは実験室レベルで既に証明され

は、病気の人の iPS 細胞をゲノム編集で書き替え

ていまして、今はまさにフィールドに導入するか

れば、病気でない正常な iPS 細胞になりますの

どうかということになっているわけです。

で、それを使って治療もできます。先ほども言っ

ですから、マラリアで非常に苦しんでいる地域

たように、ノックアウト動物であれば非常に簡単

の人たちにとっては、これを即導入すれば自分た

に作れますし、さらにノックアウトだけではなく

ちはワクチンを受けなくてもいいし、治療薬もな

トランスジェニック動物も作ることができます。

くていいということになります。このように、遺

それから、先ほどの遺伝子ドライブの話になり

伝子ドライブによりマラリアは無くなるんじゃな

ます。これには、具体的な感染症としてマラリ

いかということがすごく期待をされているわけで

ア、デング熱、ジカ熱などが実際の対象疾患とし

す。一方で、そんなことを勝手にやって、マラリ

て考えられています。実験室レベルでは成功して

アが無くなったのはいいんだけれども、こんな蚊

いますので、あとはフィールドに導入するかどう

ばかりを作って環境破壊になるんじゃないかとい

かということを考える、そういう時期に来ていま

う懸念もあって、その部分が今いろいろと議論さ

す。それから、農作物や家畜の遺伝子改変という

れているというところになります。

ことについても少しお話をしたいと思います。

ゲノム編集技術の改良

茶色に変色しないリンゴ

広がる用途
• 遺伝子治療（先天性免疫不全症などの根本的治療）
• iPS細胞と組み合わせた治療
• 遺伝子改変動物の作成（ノックアウト、トランスジェニック動物：短期間で
効率よく作成）
• 遺伝子ドライブ（例えば、マラリアに抵抗性の蚊の作成）
• 農作物や家畜の遺伝子改変（収穫の向上、病気に強い家畜など）

Polyphenol oxidase (PPO)欠損
https://www.arcticapples.com/how-did-we-make-nonbrowning-apple/

それからもう一つ、このゲノム編集技術は、先

リンゴを切ってしばらく置いておくと茶色にな

ほ ど お 話 し し た の は プ ロ ト タ イ プ の CRISPR-

ります。このようにすぐに見た目が悪くなりま

Cas9 のシステムですが、そこから色々な技術が

す。ここに Arctic Apples という茶色に変色しな
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Polyphenol oxidase をノックアウトさせているも

タチンに変異があるウシを選んできて、それだけ

のです。こういう遺伝子組換え型の作物がありま

を交配すれば良いわけです。ミオスタチンは筋肉

す。

の増殖を抑制的に制御する遺伝子ですので、筋肉
の増殖が抑制されない結果として、筋肉モリモリ

AquAdvantage® Salmon
（FDAにより認可されたサーモン）
Nov. 19, 2015

のこういう動物になる。そうすると、食肉として
の価値が高まるというようなことです。
先ほど言ったようなゲノム編集技術で遺伝子を
ノックアウトした場合、実は細胞自体をあとで追

バイオセキュリティのランドスケープ

す。例えば、こういうウシでも、たまたまミオス

演題１

いリンゴがあります。これは、リンゴの中の酵素

跡していくとゲノム編集の証拠は残っていませ

実際にゲノム編集をした人しか分からないという
https://www.nytimes.com/2015/11/20/business/genetically-engineered-salmon-approved-for-consumption.html

ことになります。
こういうものに関しては、結果として見れば、

より、非常に短期間で大きなものができます。ア

かないということになります。そこで、「区別が

メリカでは既に FDA で認可されています。効率

つかないものだったら、レギュレーションしても

良く色々なマーケットに提供できるということで

意味がないんじゃないか」というような議論も、

利用されているわけです。こういうところにも、

この文脈では出てきています。もちろん特定の

今後はゲノム編集技術が切って入っていける余地

DNA、ある DNA を意図的に入れた場合には証拠

があります。

が残りますけれども、単なるノックアウトの場合
には、このようにただ自然にノックアウトされた

ゲノム編集とGMO

ものを選別したと言い張っても分からないという
ような、そういう区別がつかないような状態に
なっています。

絶滅危惧種の保存、絶滅種の復活
ミオスタチン変異

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

従来法の品種改良とゲノム編集との区別がもうつ

演題３

これはサーモンです。成長因子を入れることに

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

で、ゲノム編集されたものかどうかというのは、

演題２

ん。ゲノム編集を施したという証拠が残らないの

従来法（品種改良）： 自然に存在している変異 → 人為的交配により種を選別
演題４

ゲノム編集： 人為的に遺伝子を操作 → しかし、その痕跡は残らない
（従来法と見かけは同じ）

これは非常にマッチョなウシです。どうすれば

マンモス復活プロジェクト

このようになるのかと言いますと、ミオスタチン
という遺伝子をノックアウトすればいいわけで
す。例えば、農作物や家畜の話になると、従来型

http://reviverestore.org/conservation-of-the-future/ecological-de-extinction/

の技術は品種改良という名前で呼ばれています。

さらに、このような技術をいろいろと応用する

ある時、突然変異的に自分の望むようなものがで

に当たって考えられているのは、絶滅危惧種の保

きれば、それだけを選んで、そこだけの遺伝子を

存であったり、あるいは絶滅種を復活させようと

濃くするように掛け合わせていくということで、

いう試みです。例えば一番右にマンモス復活プロ

人為的に交配することによって種の選別ができま

ジェクトと書かせていただきましたが、アジアゾ
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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http://www.hip-hop.pl/forum/projector.php?forum=8&thread=14620388770124

演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

ウの遺伝子に介入をして、遺伝子をできるだけ改

讀賣新聞

変していって、マンモスに近づけようというプロ

HIV感染の際のエントリー分子CCR5を無能化

ジェクトも既に進行しています。今までできな
かったことができるようになって、色々なオプ
ションが広がっています。
その中でわれわれは、そういう技術を社会にい

BBC NEWS

ち早く導入すべきなのか、もう少し思いとどまっ

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-46368731

何が問題なのか？
• そもそも、ヒト胚操作のコンセンサスが得ら
れていない（生命倫理を逸脱）
• オフ・ターゲット問題がクリアできていない
• エンハンスメントに当たるのではないか？
（デザイナー・ベビーに繋がりかねない）
• HIVには別の良い治療法、予防法がある

て矢張り精査したほうがいいのかということを、
十分に議論する必要があります。しかし、そうい
う議論が出る前に既に色々なことが起こっている
という部分について少しお話します。
By Michael Hiltzik
Jul 21, 2017

Design of unanticipated DNA

ĈėĎĘĕėåĵĮĴĳĪĪķåďĪĳĳĮīĪķåĉĴĺĩĳĦ ĸĹķĺĬĬıĪĸåļĮĹĭåĹĭĪåĪĹĭĮĨĦıå
ĮĲĵıĮĨĦĹĮĴĳĸåĴīåļĭĦĹåĸĭĪåĭĦĸåļķĴĺĬĭĹ
I’ve mentally prepared myself for the day when I open my inbox
or answer my phone, and I realize that somebody’s going to be
announcing the first CRISPR baby.
Jennifer Doudna

皆さんご存じだと思いますが、昨年の 11 月に
中国人の研究者がゲノム編集ベビーを作ったと
いって、「『無責任』批判相次ぐ」という記事が出
されました。彼が作ったのは実は、HIV（エイ
ズ）ウイルスのエントリー分子である CCR5 の
ノックアウトべビーです。元々 CCR5 欠損が見つ
かったのは性産業をしている人で、HIV 感染した
人とセックスしても全然 AIDS にならない人がい
るということから、調べてみると CCR5 を欠損し

http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-hiltzik-doudna-20170721-story.html

このスライドは、先ほどの Jennifer Doudna で

ていたということが分かって、そのエントリー分
子がないと AIDS にならないということが分かっ
たわけです。

すけれども、『Los Angeles Times』という新聞

それを逆手に取って、ゲノム編集ベビーを作っ

に 2017 年に出た記事です。CRIPSR のパイオニア

たということです。ここでは単に CCR5 をノック

である Jennifer Doudna が、自分の開発した技術

アウトすればいいので、技術的には非常に簡単だ

について、倫理的な面から矢張り色々な葛藤があ

と思いますけれども、これを作ったというわけで

るということを表したものです。

す。もちろん、色々な問題があって、ここに書い

彼女はここに書いたように、「I’ve mentally

ているように幾つかの問題点が挙げられていま

prepared myself for the day when I open my

す。そもそも、世界中でヒトの胚に対するゲノム

inbox or answer my phone, and I realize that

編集について各国が自制をしている中で、なぜこ

somebody’s going to be announcing the first

の研究者がそれを敢えて実施したのかということ

CRISPR baby.」と言っています。この技術を使っ

が疑問です。また、HIV に関しては予防法や治療

たゲノム編集ベビーが出るということに関して、

法がある中で、なぜこのような HIV に感染しな

「恐らくいつの日かはそうなるんじゃないか」と

いような人を作ろうと真っ先に思ったのかについ

いうふうに恐れを持っていたわけです。右上の表

ても、明らかではありません。もっと別に他にや

記は、私が勝手に書かせてもらったのですが、

るべき対象疾患がいっぱいある中で、なぜこれを

Design of unanticipated DNA ということで、ま

選んだのかについても疑問が投げかけられていま

さに彼女の名前どおりの Doudna という acronym

す。

になります。こういう自分自身の名前にもあるよ
うに、事態は進行してしまいます。

一旦こういう事例が出ると、倫理的に非常に問
題となって、色々と良い形で進めようと思ってい
るところも全部ブロックされてしまうというよう
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を受けることになります。

たものです。この DARPA が実はゲノム編集技術
に深い興味を示し注目しています。DARPA は今

ゲノム編集技術の生物兵器転用の
可能性についての憂慮

The Safe Genes Program を発動し、かなり高額

漠然と、しかし確かな脅威として捉えられはじめている

それは何かというと、このゲノム編集技術で

MIT
Technology
Review

の予算を投入して技術開発を進めています。
色々なことが施されてしまって、結果としてそう

Rewriting Life

Top U.S. Intelligence Official Calls
Gene Editing a WMD Threat
Easy to use. Hard to control. The intelligence community now
sees CRISPR as a threat to national safety.
by Antonio Regalado

February 9, 2016

https://www.technologyreview.com/s/600774/top-us-intelligence-official-calls-gene-editing-a-wmd-threat/

りできないと困るという状況に陥ります。もしや
られてしまって、それが社会とか環境に浸透して
しまっては困るということです。このゲノム編集
か、あるいは望まれないときにゲノム編集される

レビューということで定期的に出している記事で

いか、あるいはもっと先でゲノム編集をしたもの

す。ここにありますように、米国の国防省等がこ

が環境中にばら撒かれたときに、それを全部回収

のゲノム編集技術を精査した中で、実は書き過ぎ

して元の環境状態に戻すことができないか、とい

かもしれませんが、ゲノム編集技術が大量破壊兵

う課題が挙げられます。こういうゲノム編集に関

器につながるような技術であり、兵器化された場

する色々な制御技術に関して、多額の資金を投入

合にはそのような懸念もあるというようなことを

してゲノム編集をこちら側でコントロールしよう

言っています。実際には、“ゲノム編集技術が生

とか、ゲノム編集されたものをもう一回元通りに

物兵器系に導入されて、このようなものが作られ

しようとかいうことを考えて、技術開発が進行し

ました”という事例はないのですが、このような

ています。

ところまで言われ始めています。頭の中で漠然と
考えられ始めているというわけです。

国防高等研究計画局
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)

キー・パーソンが参入！
https://www.darpa.mil/news-events/2017-07-19

本プログラムで採択されている Building the
Safe Genes Toolkit に参入し、ツールキットを開

皆さん、これは見られたことがありますか？手

発してゲノム編集の制御を試みている人をここに

書きの鉛筆かボールペンで書いたようなものです

リストアップしました。皆さんもご存じのヒトゲ

け れ ど も、 よ く 見 る と こ こ（ 赤 線 部 ） に THE

ノムプロジェクトのリーダー的存在だった

ARPA NETWORK と書いてあります。これは皆

George Church、ジーンドライブの元々の考案者

さんが今使っているインターネットのプロトタイ

Kevin Esvelt、 さ ら に は CRISPR-Cas9 技 術 の 開

プの ARPANET の素案です。それは、もちろん

発者である Jennifer Doudna ら錚々たるキーメン
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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• ゲノム編集の時間的・空間的
制御、編集を元に戻す技術
• 望まれないゲノム編集に対す
る対抗手段、予防手段
• 編集されたゲノムを環境から
除去、元の状態に復元

演題４

The Safe Genes Program

Building the Safe Genes Toolkit
• Amit Choudhary (Broad Institute/Brigham and Women’s Hospital-Renal
Division/Harvard Medical School)：ゲノム編集のスイッチオン・オフ、ハマダラカ
のジーンドライブの制御、次世代型ゲノム編集の制御
• George Church (Harvard Medical School)：放射線誘発変異を元に戻す技術、
酷似する配列を高度に区別できる技術
• Keith Joung (Massachusetts General Hospital: MGH)：オフターゲット効果の局
限化、多世代にわたるジーンドライブの制御
• Kevin Esvelt (Massachusetts Institute of Technology: MIT)：“Daisy drive”
platformの作成
• John Godwin (North Carolina State University: NCSU)：齧歯類のジーンドライ
ブ、生物多様性における外来種の制御
• Jennifer Doudna (University of California, Berkeley)：抗ウイルスゲノム編集
ツール（Zika, Ebolaなどを標的）
• Omar Akbari (University of California, Riverside)：確実で可逆的なネッタイシマ
カのジーンドライブ制御

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

ようなことがあればそれを先回りして予防できな

演題３

さらに、これはアメリカの MIT がテクノロジー

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

自体を時間的、空間的に制御できる技術はない

演題２

Genome editing is a weapon of mass destruction.

いうものがばら撒かれたり広まった場合に、後戻

バイオセキュリティのランドスケープ

ご存じの国防高等研究計画局、DARPA が開発し

演題１

なことがあると思います。また、大きな社会批判

演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

バーが、このアメリカ軍の研究資金の枠組みにこ
ぞって入ってきて研究をしているというのが現状
です。

遺伝欠失の修復

Genome editing
ゲノム編集

‘Syn-bio’ 合成生物学

Constructing novel pathogens

システムズバイオロジー

人工合成細菌

Constructing /reactivating
pathogens
15年

Large scale purification

治療薬の大規模精製

大規模精製

Bioreactors
Bioinformatics

Modified viruses,
bacteria, plant and
animal cells

バイオリアクター

バイオインフォーマティク
ス

High speed sequencing and synthesis

ウイルス、細菌、動・植物細胞の改変

Monoclonal abs,
biologics

新規病原体の作成

6年

Systems biology

Production of large scale
therapeutics

Kevin M. Esvelt
Assistant Professor,
MIT Media Lab

(Risks)

(Science Technologies)

Synthetic organisms
e.g. M. laboratorium

Daisy Drive Systems

リスク

科学技術

利点
(Benefits)
Correction of genetic defects

病原体の作成、再活性化

Preparation of large scale
bio-weapons
大規模な生物兵器の作成

Enhancing virulence
of existing pathogens

高速シーケンシング、遺伝子合成

既存の病原体の毒性強化

Genomics and proteomics
ゲノミクス、プロテオミクス

Biological toxins,
iRNA

Molecular biology skills

生物毒素、㻾㻺㻭㼕

分子生物学技術

モノクローナル抗体など

Basic chemical skills

Drugs, medicines

Drugs as weapons,
toxins

基本化学技術

Basic lab skills

試薬、医薬品

兵器としての薬剤
毒素

基本実験技術

13-15th September 2015 The Polish Academy of Sciences @ Warsaw, by Rod Flower から引用改変

さて、種々の科学技術が今までずっと色々な形
http://www.sculptingevolution.org/daisydrives

で積み重なってきています。今までお話をしたこ
との一つは合成生物学です。合成生物学、特に生

一例を挙げますと、右上の写真が Kevin Esvelt

物兵器禁止との関わり合いの深い微生物主体の合

です。彼は元々のジーンドライブを考えた人で

成であったり、それに関連する技術というのは、

す。ジーンドライブを行うと、普通のグローバル

出始めから今まで大体 15 年ぐらいのスパンの話

ドライブの場合には、全部ゲノム編集された遺伝

です。ゲノム編集に至っては、出てからまだわず

子を持つ動物に代わります。例えば蚊の場合、

か 6 年ですが、こんな話をしなければいけないと

100 パーセントゲノム編集された蚊になった後

いうことになっています。技術は非常に急速に進

は、その蚊が環境の中に広がって終わりというこ

んでいるということになります。

とになります。しかし、それだとひょっとしたら
環境破壊につながるかもしれないということで、
彼は今別の技術を考え中です。
例えば Daisy drive というシステムを考えてい
て、一旦はゲノム編集した蚊が 100％近くになる

問題の本質は何か？
先進生命科学研究（Emerging Life Science Technology）
組換えDNA技術

ゲーム
チェンジャー

のだけれども、例えばマラリアの伝播が収まって
マラリアが人類になくなったら、また蚊は元の遺
伝子のほうに戻るというような形で、一旦は病気
を制圧してその後元に戻そうというような形にす
ることが考えられています。こちらは 3 段ロケッ

逆遺伝学
合成生物学

ゲノム編集
研究成果発出の在り方

課題

•
•
•
•
•

先進的であるがゆえの予測不確実さ
技術が先行、倫理は後追い
既存の枠組みで考えがち
多方面の倫理に関与している
公共倫理・ガバナンスの必要性

研究（者）倫理教育
そもそも論：
目的、研究計画の在り方

先進生命科学の進展を支えるELSI、DURC対策の必要性

ト的にやる Daisy-chain Drive という技術で、1、
2、3 というふうに効率を上げようとか、このよ
うなことが色々と考えられています。

この問題の本質は何かということですけれど
も、組換え DNA 技術に始まってゲノム編集まで

今のところ、このような案が出されています

のお話をしましたが、これらの技術というのは急

が、これからどういう技術が出てくるのか、われ

速に進歩していて先進的であるが故に、なかなか

われは見ていく必要があると思います。

われわれ専門家のグループから見ても、予測がで
きない部分がたくさんあるということです。それ
から、技術がとにかく先行している、先にできる
ようになって、できるから仕方がないという部分
があって、倫理的な考え方は後追いで、どうして
もできるから、「じゃあこれはどうなの？」とい
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なっています。

す。まさに私が今こういうところに携わっている

もう一つは、どうしても今までのルールや法律
がありますので、既存の枠組みで考えなければい
けない部分があるし、結果としてそのように考え
がちであるということです。さらに多方面の倫理
に関与しています。今までの技術は 1 カ所だけピ

のは、イギリスの Bradford 大学のグループと研
究を始めたというのがきっかけの一つです。

日本国内の生命科学系教育機関の現状
（調査：防衛医科大学校とBradford大学の共同、2009年）

ンポイントで考えれば良かったのですが、これら
は色々な技術につながっていますので、幅広く考

教育内容として

バイオセキュリティのランドスケープ

教育とアウトリーチという話をしたいと思いま

演題１

うことを、後から考えなければいけない状況に

える必要があるということです。また、公共倫
演題２

理・ガバナンスといって、これを止めさせればよ
いかに良い方向にレギュレーションとして持って

教員側の意識として

いかなければならないのかということを考える必
要があるわけです。
あったり、研究倫理教育、あるいは研究者倫理教

内の大学教育の内容を調査しました。生命倫理と

育というものを考えなければいけない。それか

か倫理指針などは比較的、多くの大学で行われて

ら、そもそも研究として、目的や研究計画の在り

いましたが、それ以外のバイオセキュリティ、バ

方がそれで良いのかなどということも議論しなけ

イオセーフティとかデュアルユース、軍備管理と

ればいけない。そういう事象に直面していまし

いう項目に関しては、あまり行われていませんで

て、まさに先進生命科学の進展を支えるための、

した。これが 2009 年頃の話です。教えている側

倫理の分野でよく ELSI という言葉が使われるの

としても、バイオセキュリティとバイオセーフ

ですが、Ethical, Legal and Social Implications と

ティに関しては、まだ意識はあるのですが、デュ

いう倫理的、法的、社会的問題、そういうものの

アルユース問題には取り組んでいないというのが

解決というのが重要です。そして、今日の主題で

現状でした。

ある DURC、Dual Use Research of Concern の対
策が必要であるということです。

「研究者教育の欠如」という問題点を指摘

研究者教育とアウトリーチ

Japan

138

Europe

演題４

94
68

3

Biosecurity

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

34 29

27

Biosafety

Bioethics

Dual-use

11

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)

EU 諸国と日本を調査しましたけれども、傾向
は非常によく似ていまして、研究者に対する教育
をする必要があるというようなことが、2009 年
頃に議論をされていました。

こういう中で最後に少し時間を頂いて、研究者
第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録
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3

18

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

初期の頃の研究をお示しします。まずは日本国

演題３

その中でわれわれは研究成果発出の在り方で

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

いかというと、そういうことは不可能であって、

演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

本国内の医学部医科大学 80 と生命工学の学部を

学生に対するアプローチ
BWC-IAPによるエッセイコンテスト

バイオセキュリティ教育の試み

持っている 72 大学です。学部長の先生方のとこ
ろにアンケートを送って返信を頂いたんですけれ
ども、半分強の大学がアンケートに答えてくれま
した。
その中で「Fink レポートをどのぐらい認識し
ていますか」とか、「BWC、CWC に対してどの
ぐらい考えた教育をしていますか」とか、あるい
は「科学者の行動規範や学振の倫理規範などをど
のぐらい考慮してやっていますか」ということを
聞いたのですが、基本的には学部教育とそれから

それに対して、もちろん研究者の教育というの

修士・博士課程の教育の傾向は割と良く似ていま

も大事なのですが、研究者というのはもう既に

した。Fink レポートに触れた内容の教育をして

色々なことが出来上がっていて、自我が確立して

いる大学が、4 分の 1 から 5 分の 1 ぐらいでした。

いるというか、なかなか後追いで介入しても難し

それから、生物兵器禁止条約や化学兵器禁止条

いところがあるので、まずは先々研究者となる、

約に触れているというのが大体 5 分の 1 程度でし

あるいはそういうことにタッチする学生に対する

た。科学者の行動規範に関しては、行動規範的な

ア プ ロ ー チ が 重 要 で す。 こ れ（ 左 ） は ISU、

ことなのでもう少し割合が高くなっています。特

Implementation Support Unit が 企 画 し た

に医科系の大学は、この行動規範によりコミット

Responsible Science を主題としたエッセイコン

していて半分ぐらい、特に研究科のほうになる

テストで、Young Scientist、すなわち若い研究

と、やはり知らないと駄目だろうということで半

者にエッセイを書いてもらって、研究に対する責

分以上は行っているということになります。生命

任をどう考えるのかというようなことをみる試み

工学系の大学は医学系に比べると、矢張り少しこ

です。また、これ（右）はわれわれの試みですけ

の部分はパーセンテージが落ちるのかなと思いま

れども、学生に対してバイオセキュリティ教育を

す。
こういうところの教育というのも、今後は考え

色々な形でしてきました。

ていく必要があるだろうということです。

近年のデュアルユース教育の傾向（日本国内）
学部教育
大学

修士課程／博士課程

科学者の行動規範
Finkレポート
日本学術会議
日本学術振興会
の7分類
IAPステートメント

BWC
CWC

科学者の行動規範
日本学術会議
日本学術振興会
IAPステートメント

23.8%

19.0%

52.4%

36.6%

17.1%

19.5%

36.6%

39.8%

20.5%

19.3%

44.6%

Finkレポート
の7分類

BWC
CWC

26.2%

14.3%

42.9%

22.0%

19.5%

24.1%

16.9%

医科大・
医学部
生命工学
系の学部
両者の総
合結果

対象

回収率

医科大学・医学部：80大学
生命工学系の学部：72大学

医科大学・医学部:42大学（52.5%）
生命工学系の学部:41大学（56.9%）

研究発展の機会であると同時に教育の機会でもある

我々は、医学系と生命工学系の各大学にアン
ケートを送って、もう一回デュアルユース教育の

インターナショナルには iGEM の話が出ました

現状を調べ直しました。これは、大学の学部教育

けれども、これだけたくさんの学生が集まってい

や修士課程、博士課程でどんな教育が成されてい

るわけです。こういう iGEM というのは、研究発

るかについてのアンケートの一部です。対象は日

展の機会であると同時に、教育の機会でもありま
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だろうと思います。

This Guy Just Injected Himself With a DIY HIV Treatment
on Facebook Live
Kristen V. Brown
10/18/17 5:00pm
Filed to: biohacking
https://gizmodo.com/this-guy-just-injected-himself-with-a-diy-hiv-treatment-1819659724

DIYBioグループの倫理規範

バイオセキュリティのランドスケープ

る人に対するアプローチというのが、非常に重要

演題１

すので、こういう機会を利用して先々研究者にな

Tristan Roberts holds the DNA he is about to inject himself with. Image: Ford Fischer

自身で HIV の遺伝子治療をしました」という動
画が YouTube で見られます。このような動きも

それから今までも何回かお話に出てきたと思い

中には出てきています。社会がどのように技術を

ますけれども、DIY バイオについてです。面白い

取り扱って、個人としてもどう取り扱っていくの

ことに、この DIY バイオのグループは倫理規範

かを考えることが必要だと思います。

を作っていますが、この漫画みたいなのが倫理規
範です。彼らは文章では書いていません。文章で

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

は書いていないのですが、これを見ると、
「われ

「先端生命科学を促進する先駆的㻱㻸㻿㻵アプローチ」

う」という、でもここにあるように「バイオテロ
は駄目よ」みたいな、こんなことを倫理規範とし
て彼らなりに作っています。緩やかなグループ
で、今のところ FBI のウオッチとか、あるいは
色々なアメリカの報道関係からのチェック、例え

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

「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

ば『New York Times』による記事情報なども
が大きな問題を起こしたということは聞いていま

たちと ISLE プロジェクトというプロジェクトに

せん。むしろ、こういうグループが広がって、

参 加 し て い ま す。 こ れ は 先 ほ ど お 話 を し た

色々なバイオのことに関する理解が広い層で広ま

ELSI、Ethical, Legal and Social Implications と

ると、社会にとっては緩やかに良い傾向になるの

いう言葉を逆読みして ISLE とプロジェクトを命

ではないかというような気もしています。

名し、それに Innovation, Science, Life and Ethics
というこじつけの名前を後付けで付けました。そ
の中で例えば絵本を作って、それをアートとデザ
インを取り入れながら、それを生命科学技術とコ
ラボレーションして、色々なアウトリーチに繋げ
ようというような活動を行っています。
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そういう中で、私は一部、京都大学の三成先生

演題４

入っていますが、今のところは、彼らのグループ

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

か、あるいは、
「遺伝子組換えなんかを楽しも

研究代表者 京都大学㼕㻼㻿研究所 三成寿作

演題３

われはアマチュアサイエンティストである」と

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

https://diybio.org/

演題２

そういう中で一つの事例ですけれども、
「自分

演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

対話型鑑賞（Visual Thinking Strategies: VTS）

があるということを理解しながら議論していきま
しょう」ということを、まだ始めたばかりです。
大してそんなにできていないんですけれども、そ

アートを通じて鑑賞者・学習者の「観察力」
「批判的思考力」「コミュニケーション力」を
育成する

ういうところを少しずつ積み重ねることによっ
て、もう少し色々なことを理解しようというか、
そういうところに興味を持っていただける方を増
やして議論しないと、われわれ研究者だけが閉じ
たコミュニティの中で議論していても、それは解
決にはならないと思います。したがって、こうい
うところの取り組みが今後はさらに大事になるも
のと考えています。以上で、私のほうからの発表

試みの一つは、対話型鑑賞といいまして、まず

は終わります。どうもありがとうございました。

は色々なことを最初から説明するのではなく、イ
メージがあるような絵とか題材を見せて、そして

質疑応答：

アートを通じて一般の方々がどういうインプレッ

A 氏：大変興味深い話をありがとうございます。

ションを受けるのかを受け止め、そこの中でディ

やはり先ほどの木賀先生のお話のところにもつな

スカッションを深めていくことによって、問題を

がるんですけれども、教育訓練ですね、安全保障

色々と見ていこうというようなことをしていま

関係に限らず、これからやはりいろいろな分野に

す。

広がっていくに当たって、教育訓練というのはま

漫画作成による取り組み

すます重要になっていくのかなと。その中でまた
その広がり方というのが、近年はすごくめまぐる
しいというところもありまして、そういった中
で、どのようにじゃあやっていくのかというの
も、非常に大きな課題だと思うんです。先ほど非
常に面白かったのも、漫画とか絵とかそういった
ものを使って広げていくんだというようなお話で
すね、先ほどは英語のバージョンでしたけれど
も、日本語のバージョンとかというのも、これか
らあれですか。
四ノ宮：元々日本語で作って、日本語はあるんで

それからもう一つは、これは以前もお話したか

す。

もしれませんけれども、漫画を作ったりしていま

A 氏：アメリカの NIH が、小学生向けのバイオ

す。これはジーンドライブの漫画です。日本語版

セーフティのそういった教材を作ったりとかいう

と英語版と両方があります。こういう漫画を作る

のも聞いて、日本ではなかなかちょっと、私もい

のですが、最後のところを読んでもらえると分か

ろいろと興味はあるんですけれども、なかなかそ

りますが、別に答えを書いているわけではありま

こら辺が進まなくてという部分もあったんです

せん。オープンクエスチョンの形となっており、

が、先ほどの木賀先生のお話でもそうですけれど

「じゃあどう考えるのか」みたいなところで終

も、安全と安心の話もありましたけれども、その

わっています。そもそも問題点が何かとは書いて

中で必要になってくるというのがリスクコミュニ

いないんです。興味のある方は絵をお渡ししま

ケーションですね。（中略）そういった教材とか

す。

を作って広めていくというのは非常に素晴らしい

そういうところも併せて、「でもこういうもの
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というか、大変興味深いことで、これからどんど

とやっぱり押さえなければいけない研究者倫理と
いうのはありますので、その研究者倫理の、今は

んですけれども、そういうことをちょっとこれか

幸いにしていろんなグラントを獲得するときに

らどういうふうな進め方で、その辺を広めていく

は、研究者の倫理講習は必須になっていますの

のか、地域のそういったリスクコミュニケーショ

で、そこをクリアしないとグラントを獲得できな

ンのものと、それから実際に取り扱う人に、そう

いというようなシステムなので、そこの一部に、

いった学生とかも含めて、ちょっとやはりお話を

できればそこをしっかりと組み入れていただくよ

聞いていて非常に気になったのが、追いつかない

うなプログラムに先々整備するというようなこと

という話がありましたよね。

ですね。

た倫理教育なんかも含めてそうですけれども、な

いきますと、最も情報がよく入るのはテレビ、新

かなかそこが追いついていかない可能性があっ

聞、雑誌ということになっています。次の世代の

て、そういったことは今までもいろんな技術の進

人は多分インターネットだと思いますけれども、

歩によって、さっきのコンピューターウイルスも

そういうところでやっぱり日頃から何気なく情報

そうですけれども、なかなかいたちごっこになっ

に接する機会というのがないと、なかなか広いポ

てしまうというところもあります。その辺をどの

ピュレーションの中には浸透していかないかなと

ように押さえていったらいいのかというところを

いうふうには思っています。

していったらいいのかなといつも思うんですけれ

というのがありましたけれども、デュアルユース

ども、どのようにお考えになりますか。

についてはまだまだだけれども、セーフティ、セ

四ノ宮：アウトリーチは非常に難しいところでは

キュリティについて教える側のところの認識は、

あります。例えばこういう研究会とかをやるとか

結構あるんだよというようなお話もあったんです

いろんな講習会をやっても、それに最初から興味

けれども、実際にそこら辺で結構温度差があるん

がある方は来ていただけるんですけれども、元々

じゃないかと思うんですよね。

興味を持っていない方とかがいらっしゃいますよ

本人はそう思っているんだけれども、実際に専

ね。そもそも知らないとかいう方がいらっしゃる

門家から見ると、まだまだだというようなことも

と思うんですけれども、そういう方にはなかなか

結構あるんじゃないかと。そこら辺の温度差が、

アウトリーチの仕方は難しいと思います。

アンケートで回答するのはまたそれぞれの考えで

ても、それに乗ってきてくれるかどうかというの

いると思うんですけれども、そこで最終的にでき

は、非常に難しい問題でありまして、そこはそれ

ていると思っていても、やっていたつもりで実は

なりに努力はしなければいけないんですけれど

やられていなかったということが結構いろいろと

も、一つの考え方としては、次の世代を担う若い

あって、そういったところのフォローアップみた

方に、できれば小中高校ぐらいの教育の中の一部

いなものというのは、どうすれば、どういうふう

として、自分たちが楽しみながらそこを勉強でき

に考えていますか。

るようなプログラムができればいいかなみたいな

四ノ宮：これもやっぱりやりましたとか、あるい

ことは思っています。

はやろうと思いますということだけでは、実効性

ただすぐにできるかどうかはちょっと分かりま

が 100 パーセント浸透はしないと思いますので、

せんけれども、例えば一部は学習塾のようなとこ

ある程度は既存の必要な枠組みの中に乗っけると

ろで興味を持っていただいているところもあると

いうことも、一つの重要なことだと思います。例

いうふうに聞いています。そういうところと、そ

えばバイオセーフティに関しては、これは DNA

れからもちろん研究者は研究者として、しっかり

実験の安全委員会に必ず通さなければいけないと
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もっていろいろと皆さんができて、判断でやって

演題４

ですから、意図的にこちら側から何かを企画し

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

A 氏：先ほどのお話の中でも、教育訓練の調査

演題３

何か、難しいかなとは思うんですけれども、どう

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

それから一般の方に関しては、今までの流れで
演題２

やはり進歩、いろんな技術に対して、そういっ

バイオセキュリティのランドスケープ

自分もやらなければいけないということがある

演題１

んと広めていっていただきたいと。

演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

いうことになっているので、バイオセーフティに

というところもあるかとは思うんですけれども、

関しては恐らく、少なくとも研究しているコミュ

なかなかうちらも人事異動があったりとか、社内

ニティは、その教育はしていませんということは

との発信の仕方というところもあるかと思うんで

ないはずなんですね。バイオセーフティを理解し

すけれども、そういったところについてお聞かせ

た上で組換え実験をやっているはずなので、そう

願えればと思います。

いうものの横並びでそういうところを勉強すると

四ノ宮：かなり難しい部分もはらんでいるかと思

きに、やっぱりバイオセーフティだけじゃなく

いますが、これは過去からいろいろと議論はある

て、バイオセキュリティの部分もたくさんやると

ところで、いわゆる科学コミュニケーターといい

やっぱり時間がかかって大変なので、あまり研究

ますか、サイエンスのことはよく分かった上で、

者の負担にならない程度のプログラムは、やっぱ

でも一般の人にかみくだいて、分かりやすく正確

りわれわれも工夫しなければいけないのかなとい

に伝える立場の人がやっぱりいるわけで、それを

うふうには考えています。

今は、各新聞とか報道機関のいわゆる科学部の方

倫理的なことも恐らく同じだと思いますけれど

が担ってやっていらっしゃると思うんですけれど

も、動物実験とか、あるいは臨床研究であれば、

も、必ずしも専門ではなくて、記事を読んでみる

必ず倫理審査を通さなければいけないということ

と正しくないと思われる記事も、あることはある

になっていますので、そこの機会の中で、自然と

と思うんですね。

勉強できるチャンスが付随するような形に持って

ですから、そういう部分のいわゆる科学コミュ

いくのがいいのかなと思います。なかなか枠組み

ニケーター的な人をどう育成するかという議論は

の話なので、一部の人だけで決められるわけでは

今までにあったと思いますけれども、そこの部分

ないんですけれども、そういうところにうまく組

はもう少し真剣に考えなければいけないと思いま

み入れることができれば、もう少し広い研究者層

すし、育成のプログラムだけがあっても、その後

の中に浸透していくんじゃないかなというふうに

の実際の職業としてその職業が存在しないと、ど

考えています。

うしてもいくらプログラムを作っても、実際の社

齋藤：いかがでしょうか。

会に根付かないというところがありますので、そ

B 氏：興味深い話をありがとうございました。例

こはやっぱりそういう全体的な枠組みとして、本

えばゲノム編集とか、ちょっと前の狂牛病とか、

当にそういう人が必要とされるような場といいま

メディアとか新聞とかテレビとかというふうに、

すか、仕事の場というのがないと、なかなか難し

われわれは一番に接することになるんですけれど

いかなというふうに思います。

も、ただ報道されている内容というのは、かなり

私個人的には、一つは極端なインプレッショ

正確とはいえないところがあり、また問題提起だ

ン、誘導みたいなことになっているのが、組換え

とか、悪意がないはずなんですけれども、若干ミ

遺伝子食品だと思います。組換え遺伝子食品と聞

スリードするような傾向があるのかもしれない。

いた瞬間に、100 パーセント悪と思っている人

逆に公正に見ているつもりでも、ミスリードされ

が、日本国内で大半だと思うんですけれども、必

ているかもしれないというところがありまして、

ずしもそれが正しい考え方ではないと思いますの

例えば報道に関して、四ノ宮先生とかはいかが評

で、でももう今いったん組換え食品は良くないみ

価されているかなというのと、それと逆にそう

たいなイメージが形成された中で、それを後戻り

いった意図せざるにしてもミスリーディングされ

するのはなかなか難しいと思います。ニュートラ

て、それが例えば世論形成なんかのミスリードに

ルな観点から見るというのは、非常にもう難しい

つながることに関して、どのような形で情報発信

と思っていますので、それと同じようなことが今

とかをしていかれようというふうに思われている

後に、新規のいろんな科学技術の中で起こってく

のか。

るのかどうかということがありますので、そうい

例えば記者とのコミュニケーションをより取る

58

第 6 回バイオセキュリティ研究会会議録

うところはやはり正しく伝えるということです

療と称するものの多くは、ちょっと違うだろうな
というのを感じるところがあります。それをやる

さんに正しく理解をした上で議論していただくと

こと自体は、自分自身に決定権はあるんだけれど

いうのが大事かなと思いますが、往々にして、メ

も、それをそそのかすような人がいるということ

ディアとかである方向に誘導しようという意図的

が許されるのかどうかというのは、微妙なんじゃ

なことはあり得るかとは思いますけれども、でき

ないかなというのは、まず一つのところです。

ます。ちょっと答えになってないかもしれません

ちゃうんですよね。じゃあ飲んでいる間にずっと

ね。どうやればいいのかというのは、方法論とし

入院していて、ふん便を集めるんですかというの

ては難しいところです。

が、そういう治療しかできないのか、それとも一

木賀：結局は、新しい技術を手にしたことのリス

定割合というものは排出してもいいのかどうか。

クとベネフィットの大きさとそれから受益者、リ

これは、受益者は患者さん個人で、外に排出し

スクを取る人の違いの問題というのは、非常に大

たりすると環境全体への負荷になると。これが今

きいんだろうなと感じるところがありまして、組

後はどういう議論になってくるのかなというの

換え食品に関しては、現状の日本においてはどう

は、非常に興味深く思うんですが、この手の話の

見ても値段差がほとんどないけれども、なんか分

議論を真面目にいろんな人にしてみると、「出た

からない、リスクがあるから嫌だなという感覚が

瞬間に環境省の管轄でしょうか」と言われたり。

あるのかなと思うところがあります。一方で、恐

難しいところがありますが、これは皆さんの、こ

らく自分が病気になったときに糖尿病になった

の中でも終わってからでもいろいろとご意見を賜

ら、恐らくほとんどの方は、ためらわずにインス

ればと思います、どうぞよろしくお願いします。

リン組換え体で作ったものを打ちますよね。これ

C 氏：大変勉強させていただいてありがとうござ

は受益者とリスクを取る人間が同一だから。もち

いました。ジーンドライブのお話を伺っていて、

ろん薬としての承認が下りているという大前提で

昔キューバでアメリカがミナミキイロアザミウマ

すけれども。

を放出したとキューバが訴えて、BWC の協議が

をやったときにどうなるのかということに関し

BWC が細菌とか微生物を中心にして規制してい

て、DIY の番組の前後に、学科の同僚の岩崎先生

ますけれども、そういった生物が兵器として利用

といろいろと話をしてみたんですね。これは彼の

された場合というのは、私の理解では BWC では

意見の受け売りになってしまうんだけれども、ま

今カバーされていないと思うんですけれども、そ

ずは欧米においては自分の体に対する決定権とい

ういった点について、先生のお考えを伺えればと

うものがあると。フランス革命時代以降、自分の

思うんですがいかがでしょうか。

体に対する自由はあるというような前提があるか

四ノ宮：もうちょっとフォーカスとしては、兵器

ら、まずはいいんじゃないかという話が彼からも

ではないんだけれども、リリースされたとか。

らいました。

C 氏：兵器としてリリースされた場合ですね。意

ところが自分がその点に関して 2 つ思うところ

図的に例えば農作物を破壊するために微生物じゃ

があって、自分に対するものは、やっていいのか

なくて、そういう昆虫とかそういったものがリ

もしれないんだけれども、誰かにだまされてやっ

リースされた場合というのは、恐らく私の理解で

ていたとしたら、しかもだますようなシステムが

は、BWC ではカバーされていないと思うんです

あったら、それは社会正義ではないだろうなと思

けれども、そういった点について、もし先生がこ

うんですよね。

れから何かどうすべきかというご意見があれば伺

残念ながら、今の DIY バイオで行う遺伝子治

いたいんですけれども。
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行われたという話を思い出したんですけれども、

演題４

ところが、さっきの自分の体に対する自己治療

合成生物学・遺伝子工学とデュアルユース

が、効果があった場合に、組換え体を環境に出し

演題３

議論の場をつくるというのが大事かなと思ってい

バイオセキュリティのグローバルガバナンス

それからもっと難しいのが、飲むバクテリア

演題２

ればニュートラルな形で、正しい情報を提供して

バイオセキュリティのランドスケープ

バイアスのかからない形で、正しく伝えて、皆

演題１

ね。

演題４

デュアルユースが懸念される研究とその教育

四ノ宮：今までは多分生物兵器といった場合に、

に や っ ぱ り 危 険 な の か な と。 と い う と こ ろ は

固定概念として細菌であったりとかウイルスで

ちょっと思うんです。

あったりとか、カビもあるかもしれませんけれど

四ノ宮：そのとおりだと思います。何かイベント

も、そういうのが一応は概念としてありましたけ

が起これば、相当にきつい規制のほうに世論が傾

れども、昆虫自体をということであれば、それは

くというのは、そのように思いますので、やは

でも技術的にはやっぱり最終的にアグロテロみた

り、先ほど齋藤先生がおっしゃった公衆衛生と国

いな形につながるのであれば、そこもやっぱり概

際関係、外交関係みたいな感じのバランスと同じ

念的には含まれるんじゃないかと思いますけれど

で、やっぱりリスクとして起きてしまっては、こ

も。

れは甚大な影響があると考えられるもの関して

田中：確かに、生物兵器禁止条約では対象となっ

は、やはり事前に考えられ得るいろんな対策とい

ていないですけれども、例えばそれこそ安全保障

うのは、地道にやっていく必要があるというふう

理事会の決議の 1540 とかですと、OIE ですとか

に思います。

食料の FAO とか、そういうところとも連携は
取っておりまして、そういった農作物への脅威で
すとか、家畜畜産物への脅威といったところに対
しては、そういった他の機関と一緒に協力はして
やっていっているところはあります。なので生物
兵器禁止条約は、基本的には人に対する脅威だけ
になりますので、農作物に対する脅威はカバーし
ていないところです。
齋藤：私から一点、今は何も起きていないからと
おっしゃいましたが、
四ノ宮：潜在的なリスクとして捉えていたんです
けれども。
齋藤：やっぱり怖いのは何かあったときに、何も
仕組みがないというのが一番怖い。何かあったと
きに、じゃあそこで規制をしようとなったときに
は大抵過剰規制という方向に働いて、科学のコ
ミュニティについてはあまりいい方向には来ない
と思います。そこで何かあったときに科学コミュ
ニティの人にインタビューをしました、そこで、
こんなことは起こると思っていたけれども、学会
は野放しだったみたいなコメントが出てくると、
そこでものすごい規制がかかってしまう。
一方でちゃんとこういうことをやっていたの
に、そういうことに手を出したりする人がいるの
は誠に遺憾である、これからもしっかりとやって
いきたいという形が、みんなからコメントが出て
くれば、そんなに過剰規制という方向には多分い
かないで済むはずだと思うんですね。現状であま
り学術会議のドキュメント以来、その後の取り組
みとして認知されていないのは、何かあったとき
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