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 戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支え

たのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石油危

機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は多大な

ものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざま

しく、一方、わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢いを

失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

 これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今後

解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて従来

にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界あげて取り組む必要に

迫られております。わが国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力

することから始まり、やがて独自の技術･製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大

な実績をあげるまでになってきております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの力をさら

に発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙げ、

世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の各企業

における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定

めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの一

つとして財団法人安全保障貿易情報センターに「機械産業の対外経済活動に与える安全保障

関連動向調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご

参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

平成 16 年 3 月 

                                          社 団法人  日本機械 工業連合会 

                                        会 長  相 川 賢 太 郎 
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 今日のわが国の経済力・技術力に鑑みると、今後ともわが国産業界の対外経済活動が活発

化し、国際社会への進出は増大していくことが見込まれています。このような企業活動と安

全保障をめぐる国際間題との関係はますます深遠かつ広範になっていくものと考えられます。 
 国際情勢を振り返れば、２００１年９月の米国同時多発テロ事件が象徴するように国際テ

ロ組織による無差別テロ事件が世界各地で勃発し、他方、中東、インド、パキスタンにおけ

る民族・宗教問題を背景にした地域紛争も未だおさまる兆しはありません。最近では、イラ

ン問題、北朝鮮の核開発再開問題などが世界平和を一層不安定なものにしています。 
 このような国際情勢下、海外において広く活動を展開する我が国企業において、研究開発・

生産された貨物・先端技術がこうした懸念国における通常兵器及び大量破壊兵器等の開発・

製造に利用されることを防止するために、不拡散型輸出管理の重要性の認識はますます高ま

っています。我が国におきましても平成１４年４月に大量破壊兵器不拡散のためのキャッチ

オール規制も導入されるなど、企業による的確な自主輸出管理の実施が一層重要になってい

ます。 
この不拡散型輸出管理を的確に実施するためには、懸念企業情報や紛争地域における適切

な安全保障に関する情報収集等が不可欠となり、また、こうした情報を収集提供していくこ

とは、ひいては、健全な国際貿易を通じた我が国機械工業の振興に寄与することになります。 
 このような観点から、「機械産業の対外経済活動に与える安全保障関連動向調査」事業にお

いて、主としてバイオ関連技術と国際規制等の安全保障に関する情報の収集分析を行ったも

のです。 
 本報告書が、わが国企業による的確な自主輸出管理の一助になるとともに企業の国際化の

資として活用願えれば幸甚であります。 
 最後に、当財団法人安全保障貿易情報センターに対して、本調査、研究の機会を提供して

頂きました社団法人日本機械工業連合会と関係者の皆様に対して厚く御礼申し上げる次第で

あります。 
 
平成 1６年 3 月 

財団法人 安全保障貿易情報センター 
理  事  長     黒  田  眞 
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バイオテロリストや懸念国家に利用されかねないデュアルユース生物兵器資機材 

 

要約 

レイモンド・Ａ・ジリンスカス、リチャード・ピルチ 

2004年1月15日 

 

 生物戦争やバイオテロの脅威は新しいものではない。しかし、生物兵器に手を染める国の数は増加し

ており、テロリストが使用する可能性も生じている。そのうえ、彼らの潜在力は近代化している。こう

した点からみると、問題は拡大の様相を呈しているといえる。生物兵器は、広範囲にわたって多数の死

傷者を発生させうる反面、兵站面では多くを必要とせず、ほとんど痕跡を残さないというユニークな能

力を持っている。戦用生物剤の製造は容易かつ安価であり、しかも、病気発生時に生物兵器の存在を察

知することが困難なため、こうした兵器能力の拡散管理には、きわめて特殊かつ困難な問題が付随する。

こうした理由から、生物兵器に手が届くようになった国家やテロリストが新たに登場する可能性のみな

らず、すでに生物兵器の研究に着手している国々の計画についても質的な向上が見込まれることを、す

べての民主主義政府は、優先的に対処すべき脅威と考えるべきである。 

 

 しかし、生物戦争の脅威について、民主主義国家の対応は不十分である。信頼性が高く野外に配備で

きる戦用生物剤の検知技術は、いまだ存在しない。現在備蓄されているワクチンや医薬品は、複数の有

力な戦用生物剤に対する防護の面では不十分である。また、軍隊や民間防衛組織の隊員たちは、専門的

訓練をはじめとして、生物戦やバイオテロへの防護について準備ができていない。さらに、一部の戦用

生物剤については、ワクチンや効果的な治療法がまったく存在しない。ただ、幸運なことに、主として

戦用化学剤を対象に開発された個人用防護装備は、攻撃警報が適切に発せられたならば、エアゾル散布

された戦用生物剤に対しても効果がある。しかし、戦用生物剤による攻撃を的確に知らせてくれるよう

な信頼に足る検知装置が存在しないため、生物兵器攻撃の 中か直後に、軍隊や一般市民が、個人用の

防護装備を着用できるとは考えにくい。 

 

 これまで、政府、情報分析および外交関係者の多くが、生物兵器の拡散に深刻な憂慮を表明してきた

のに対し、2001年 9月 11日まで、一般市民は、その点についてほとんど心配を示さなかった。このよう

に、生物兵器拡散への関心が希薄であった理由としては、1972 年に成立した生物・毒素兵器禁止条約

（BWC)によって、国家による生物兵器能力の追求は抑止されたと、一般に受け止められていたことが

挙げられよう。しかし、BWC が 1972 年に署名のために開放されて以来、生物兵器計画を有するか、そ

れに強い関心を抱く国々の数は約３倍に増加しており、こうした見方には根拠がないことが明らかと
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なった。そして、2001 年 9 月 11 日のテロ攻撃に続いて、炭疽菌芽胞を封入した手紙の投函事件により

22名の感染者（うち死亡者 5名）を出した米国の国民は、バイオテロとその防護の必要性について、よ

りよく知るようになった。こうした米国民の憂慮が全世界的に共有されているかは不明であるが、あり

えないことと思われる。 

 

 それでも、米国政府は、考えられる生物兵器攻撃への対策の一つとして、生物兵器の拡散を阻むため、

国家的な輸出管理と国際的措置を強力に推進してきた。こうした努力の一環として、デュアル・ユース

の設備や物品、公刊されてはいるが機微に関わる情報などについて、管理を強化すべきかどうか、従来

にもまして注意を払っている。本報告書では、デュアル・ユースの性質を持つ生物学的能力のうちで、

生物兵器の入手をもくろむ国家やテロリストたちが利用しうるものについて、その危険性、問題点、憂

慮すべき事項などを検討する。 

 

 国家、テロリストのいずれについても、かれらの生物戦能力の主要な構成要素としては、生物兵器を

製造・使用する上での専門知識および訓練、生物剤そのもの、運搬システム、安全かつ効率的な製造・

使用のための防護システム、製造・加工装置と施設などが挙げられる。 後のもの以外は、これまでの

CISTEC の報告書において、すべて検討ずみであるため、本報告書の対象は、デュアル・ユース装置お

よび資材に限定する。なお、「デュアル・ユース(dual use)」という用語は、安全保障および軍備管理問

題の分野では、平和目的にも軍事・テロ目的にも利用可能な知識、ノウハウ、設備、物品を指すために

使用されている。 

 

 生物戦計画に利用されうる装置（または技術）に、特別なタイプのものは何も存在しない。医薬品、

生物殺虫剤の製造・散布、食品および農業関連産業などで利用されているものと同一の技術（および装

置）が、そのまま、生物兵器の製造と効果的な使用のために転用できる。たとえば、生物学的安全キャ

ビネットは、生物医学の研究のみならず、感染症に関連した製品や試薬などの商業生産に利用されてい

る。発酵槽、遠心分離器、精製用その他の実験装置も、生物医学分野にとどまらず、ワイン醸造場、ミ

ルク工場、製薬会社、農産物製造などで、学術・商業目的に利用されている。つまり、生物戦計画に必

要とされる技術のほとんどがデュアル・ユースであり、さまざまな正当な用途のために既製品が存在し

ており、簡単に入手できる。 

 

 何が重要なデュアル・ユース装置に該当するかについては、これまで、国際的な軍備管理の分野で論

議が行われてきた。ここでは、さしあたり出発点として、オーストラリア・グループによる「生物学的

なデュアル・ユース装置に関する管理リスト」をとりあげる。このリストには、発酵槽、遠心分離機、
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クロスフロー濾過用装置、凍結乾燥器、エアゾル状物質の吸入試験装置、マイクロカプセル装置、

BL3(P3)および BL4(P4)施設で利用される特別な装置、それに、封じ込めレベルが BL3および BL4の施設

そのものが含まれている。オーストラリア・グループのリストを念頭においた場合、 も憂慮されるも

のは、以下の種類のデュアル・ユース装置である。 

 

＊ クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲのキャビネットを含めたバイオハザード封じ込め装置、BL3 施設およびそれに固

有の装置、BL4施設およびそれに固有の装置。 

＊ 凍結乾燥装置、微生物乾燥装置。 

＊ 実験室用エアゾル装置、エアゾル発生室、吸入室、経鼻吸入用器具。 

＊ 発酵槽、バイオリアクター。分回式または連続式で容量10リットル以上。 

＊ 散布装置。野外エアゾル発生装置、航空機用スプレータンク、ジェットエンジン方式の散布装置な

ど。 

＊ 分離装置。大規模な工業用コラムクロマトグラフィー、連続式遠心分離器など。 

＊ 発酵槽やバイオリアクター用のコンピューター制御式中央管理ユニット。 

＊ 核酸合成装置。 

＊ 孵卵器（ウイルス製造用）。 

＊ マイクロカプセル化技術（オーストラリアグループはリストアップしていないが憂慮されるもので

ある）。 

 

 

 実用的な生物兵器が製造される見通しは、バイオテクノロジーによって、劇的に変わりつつあるとは

いえ、まったく新しいタイプの生物剤を創造することはきわめて困難である。ただし、安定性、感染力、

毒力、製造などにまつわる諸問題を克服できるよう、特定の性質を付与した「斬新な」生物剤を製造で

きる能力によって、検知、防護、診断にまつわる諸問題は増大するであろう（付録１を参照）。炭疽菌、

野兎病菌、ボツリヌス毒素、ブドウ球菌外毒素 B、リシンといった一般的な生物剤を製造することは困

難ではないし、技術進歩のおかげで、戦用生物剤の製造については、これまでよりも効率的な手法が多

数登場している。さらに、遺伝子工学や分子生物学、そして核酸合成装置のようなデュアル・ユース装

置の進歩により、これまでは兵器化に必要とされる量を自然界から入手できなかった生物剤の中には、

テロに必要とされるだけの分量が製造できるようになったものがある。バイオテクノロジーの活用によ

り、大量の生物剤が短時間で製造できるようになったため、生物剤の保管問題は過去のものになり、製

造の察知はいっそう困難になっている。バイオテクノロジーの応用による生物剤、とくに一部の毒素の

大量製造は、深刻な新しい脅威となっている。 
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しばしば、生物兵器拡散をめぐる議論では、計画の遂行に近代的な施設が必要とされる点が取り上げ

られる。だが、過大評価は禁物である。生物剤の研究開発に必要とされる研究施設や装置は、政府機関、

大学、医療機関、企業などと提携している世界中の何百、おそらくは何千という生物医学研究施設や診

断施設で見られるものである。さらに、生物兵器を開発しようとしている国家またはグループが、先進

国の作成した安全基準やガイドラインに従うであろうという見通しも甘すぎる。先進国では、たとえ２

～３名規模であっても、労災のリスクや環境上の悪影響は受け入れ難いものであるかもしれないが、生

物兵器を入手しようとしている国々やテログループが、同じようなことを心配して行動を控えるとは考

えにくい。つまり、そうした国々やテログループにとって、もっともおあつらえ向きの施設は、 低限

の「安全上の」配慮しかなされていないものである。防護側からすると、こうしたタイプの施設は、こ

れといった外見上の特徴がなく、部外者が真の目的を見抜くことは困難であるため、いちばん発見が難

しい。 

 

近い将来、生物兵器に関連した装置や技術が入手不可能になるか、あるいは、現在よりも入手が困難

になることは期待できない。生物学革命の結果、生物学的な製造プロセスは、経済的な充足において、

より中心的な役割を占めつつある。こうしたプロセスは広く普及しており、かつての製造業と同様、経

済発展にとって生物学的な研究・製造技術は必須となっている。しかし、医薬品、環境改善、農業、化

学品製造などにおいてバイオテクノロジーが発揮している善の面と同様に、それらが悪用される可能性

を無視するわけにはいかない。しかし、生物学上の技術、施設および装置などが二面的性質を持ってい

るため、活動面において BWC が許容するものと禁止しているものとを区別することは、ますます困難

になっている。もちろん、テログループは、BWC など一顧もしないであろう。また、本報告書で詳細

に論じたように、国際社会は、テロリストたちが生物兵器を入手しないよう、国内・国際的な輸出管理

措置をはじめとする措置を実施してきたし、現在も実施しているが、そうしたものについても彼らは考

慮など払わないであろう。 

 

本報告書では、世界各国が有するバイオテクノロジー能力の水準について検討を加えた。その際、低

レベルの技術、中程度の技術、高度技術という三つの区分を立てた。バイオテクノロジーや先進的な専

門技術が入手しやすくなっているということは、自分たちよりも進んだ国の専門技術に依存せず、独自

に生物兵器を入手できる国が、およそ 100 あまり存在することを意味する。先進的な工学・バイオテク

ノロジー装置や専門技術は、工業国および多くの途上国のいたるところで普及している。米国、ヨー

ロッパおよびアジアの大学は、生物兵器の製造と効果的な使用に必要な情報や専門技術を持つ卒業生た

ちを、毎年何千人も輩出している。そして、遺伝子接合や分子生物学における科学的発展の情報や専門
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技術は、あまねく入手可能となっており、こうしたことが、核兵器に近い規模の死傷者をもたらしうる

微生物兵器や毒素兵器を、途上国にとって身近なものにするであろうと予測することもできよう。西側

諸国の大学は、 先端のバイオテクノロジーに関する訓練を受けて専門技術を身につけた大学院生たち

を、多数生み出している。また、生物学的研究に従事している途上国の施設も近代化が進み、科学情報

は常時急速に普及している。さらに、旧ソ連邦その他ワルシャワ条約機構に加盟していた国々では、政

治・経済状況の悪化にともない、国家やテログループが、生物戦計画に不可欠な専門技術を金で入手す

る可能性が大きくなっている。 

 

 野心的な国家やテロリストが持つ生物兵器能力について、再び懸念が高まっていることに対応して、

生物兵器の開発や使用に対する制約の強化に注目が集まっている。とりわけ、不安定地域への生物兵器

の拡散、テロリストおよび彼らを積極的に支援している国家が、生物兵器や毒素兵器を入手する可能性

などが、強く懸念されている。引き続き国際社会は、生物兵器の拡散防止のために、生物兵器に対する

道徳的、法的、政治的制約を強化し、可能な場合には、生物兵器目的で機微に関わる資材を国家が入手

しないように務めるべきである。こうした生物兵器拡散を制約するための努力は、米国主導のものも、

友好国や同盟国との協調の下で行われているものも、国際法から国内的履行や輸出管理にいたるまで

様々なレベルで、継続的な多国間アプローチを必要としている。 

 

 BWC締約国による第 3回再検討会議（1991年 9月）は、BWC第 3条が、生物兵器に関連した知識、

ノウハウ、装置、その他の物品について、国家であれ準国家グループであれ、いかなる者に対しても移

譲を禁止している点を再確認した。生物兵器拡散の防止を目的とした輸出管理関連の措置については、

1989 年から積極的な取り組みが行われてきた。当時、米国は、重篤な疾病の原因微生物を対象にした輸

出管理を実施している数少ない国の一つであった。その年以降、米国が実施していた措置は拡大・強化

され、それとともに、オーストラリア・グループが実施するデュアル・ユースの装置や物品を対象とし

た管理措置についても、自発的参加と受け入れをめざして協調的な努力が行われてきた。ただし、過去

15 年以上にわたる経験、とりわけイラクやソ連に関する経験から、輸出管理は生物兵器拡散に対して実

質的な影響を持ちえないであろう、ということが判明している。その主たる理由は上に述べた通りであ

る。生物兵器に固有な生物学的装置や資材は存在しないし、ある一つの装置やたね菌を輸出禁止にした

だけで、生物戦計画の開発に着手しようと決意した者を思い止まらせることは不可能である。せいぜい

期待できることは、そうした努力により、生物兵器拡散の速度を遅くすることであろう。拡散防止の

ネットワークに国内立法を追加できたとしても、それは、複雑で不完全なパズルに付け加えられた一つ

のピースにすぎない。依然として、デュアル・ユースの装置や資材にまつわる難問は未解決であり、解

決のめどは立っていない。現在の懸案事項は、平和的な方向へのバイオテクノロジーの発展を妨げるこ



 

 － 6 － 

となく、生物兵器拡散を停止するか、すくなくとも制約を加えるためには、国際社会がどのように売買

を管理すればよいのか、ということである。 
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序文 

 安全保障と軍縮の問題について語るとき、「デュアル・ユース」という用語は単純に、平和目的にも軍事目的にも

同じように効果的に利用できる知識、ノウハウ、設備および物資を意味する。大量破壊兵器システムについて考え

てみると、生物兵器システムであれ、化学兵器システムであれ、核兵器システムであれ、デュアル・ユースのジレン

マは当然、多少なりとも重要なテーマであるといえる。ただし、その重要度はシステムの種類により異なる。 

 上記 3 種類のシステムの中で、デュアル・ユースの問題が も軽いのは核兵器システムである。核兵器を開発、

製造するのに必要とされる施設や物資は非常に珍しく特殊なものなので、民間部門で利用される施設や物資と間

違えられることはない。 

 化学兵器の場合、状況はより複雑である。戦用化学剤の生産に使われる設備は、ほとんどすべてがデュアル・

ユースであり、しかも農芸化学産業や石油処理産業を有する国ならどこにでもある。化学兵器を入手しようとする国

家やテログループは非常に高い確率で、耐食性の原子炉容器とパイプ、および特殊な通気設備と廃棄物処理設

備を購入、あるいはその他の手段で確保する必要に迫られるだろう。過度の毒性を持つ化学製品生産することに

伴う健康上・安全上のリスクを 低限に抑えるためである。しかし、作業員や一般市民の安全をそれほど重要な懸

案事項とみなさない国家やグループは、化学兵器計画を民主主義国の情報機関から隠そうとして、不法生産を物

語る証拠をできるだけ減らすために作業員の安全対策や環境保護対策で手を抜く可能性がある。例えば、イラク

は戦用化学剤の製造を、表向きは民間の農薬生産に使っていることにしている施設に隠そうとした。しかし戦用化

学剤の開発と製造には、一般市民が通常、獲得できないノウハウや設備および化学用品が必要とされる。またそ

れを使用するには、特殊な知識を持ち、訓練を積んだスタッフが必要になる。このようなスタッフがいなければ、作

業がうまくいかず、計画が明るみに出てしまう可能性がある。このような障壁があるため、テログループが自ら化学

兵器を入手、配備することは、国家がする場合と比べて格段に難しい 

 生物戦争能力の獲得について言えば、デュアル・ユースの問題は化学兵器や核兵器の場合よりも相当に深刻

である。軍事目的にもテロ目的にも使える微生物はいろいろなところで入手できる。例えば、炭疽などの病気や伝

染病が蔓延している地域では、自然環境からそれを入手することができる。また、世界中に何百と存在し、生体臨

床医学の研究者やバイオテクノロジー業界に芽胞を提供する培養所から手に入れることもできる。微生物を育てる
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のに必要な様々なタイプの栄養媒体も、固体寒天培地であろうと培養液であろうと、化学用品メーカーから何の制

約もなく購入することができる。また、本報告書で説明していくように、生物剤の生成に使用される装置のほとんど

はデュアル・ユースである。しかも、そうした装置を製造、販売する企業は、急成長中のバイオテクノロジー業界に

製品を供給するべく、様々な国に数多く設立されている。生物化学兵器を自らのため、もしくはテロ組織に供給す

るために入手しようとする国家に対し、デュアル・ユース装置の入手を制限するには効果的な輸出制限が必要だ

が、そうした輸出制限を課すという政府の試みは、このような状況により難しくなっている。 

 本報告書では考察の対象を、テログループやテロ国家が獲得する可能性のある生物兵器に関連するデュアル・

ユースの知識、物資および設備に限定する。この複雑で難しいテーマを適切に抑えるために、本報告書は 7つの

部分に分かれている。第 1部では、生物兵器の入手を目論む可能性のある国家やテログループについて考察す

る。第 2 部では、生物兵器の拡散を防止する国内外の防壁（輸出制限、拡散防止組織、および国際法を含む）を

確認する。第 3 部では、国際的防壁のうち 2 つの軍縮条約、すなわち生物・毒素兵器禁止条約と化学兵器禁止

条約を詳細に見ていく。同様に第 4 部と第 5 部では、条約以外の防壁を詳しく見ていく。これにはオーストラリア・

グループ、ワッセナー・アレンジメント、および国連のイラク制裁が含まれる。第 6 部では、様々なデュアル・ユース

の知識、設備、物資のうち、武器拡散の観点から見て何が も憂慮すべき問題か（誤用の可能性があるため）を分

析する。そして結論部分である第 7 部では、生物兵器の国際的拡散の制限を目指した対策における十分な点と

不十分な点に関して、我々の意見を述べる。 

 この報告書には本編に加え、6 つの付録がある。付録 I では、遺伝子組み替え生物が生物兵器として国家やテ

ログループに利用される可能性について考察する。付録 II では、戦用生物剤の検知と識別に関する 近の技術

の発展について述べる。付録 III では、サイバーテロと生物戦争について説明する。付録 IV には、示唆に富むロ

バート・カールソン（Robert Carlson）氏の記事を掲載した。これは生物学技術の進歩のペースと拡散について述べ

たものである。付録 V では、国連安保理が規定したイラクに対するデュアル・ユース装置の制限の概要を説明す

る。 後の付録VIは専門用語集となっている。さらに本報告書には、参考にした資料等もすべて掲載している。 

 本編に入る前に、もう一言付け加えさせていただく。2002 年にロバート・テイラー（Robert Taylor）が CISTEC（安全

保障貿易センター）に「生物戦争やバイオテロに有用な病原体の培養菌およびデュアル・ユース設備を兵器拡散
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国やテログループが入手するのを防止するために先進諸国が用いている手段」（Measures Used by the International 

Community of Industrialized Countries to Prevent Proliferant Countries and Terrorist Groups from Acquiring Seed Cultures of 

Pathogens and Dual-use Equipment Useful for Biological Warfare and Terrorism）と題する報告書を記し、2003年にはレイモ

ンド・A・ジリンスカス（Raymond A. Zilinskas）が「考えられるバイオテクノロジー技術のテロ目的への利用」（Possible Use 

of Biotechnology Techniques for Terrorist Purposes）という報告書を書いた。本報告書では、折にふれて両報告書を引き

合いに出すが、便宜上、それぞれを「2002年の CISTECレポート」および「2003年の CISTECレポート」と呼ぶことに

する。 

 

1. 生物兵器の入手を目指している可能性があるテロリストと国家のカテゴリー 

 2003年の CISTECレポートでは、生物兵器を利用する可能性のある者が 4タイプ挙げられている。それは、国家

の支援を受けたテログループ、莫大なリソースを持つ大規模なテロ・犯罪グループ、小規模なテロ・犯罪グループ、

および単独犯である。読者の便宜のため、以下に各タイプを簡単に説明し、これらのテログループなどがデュア

ル・ユースの知識、設備、物資に対する関心を持っているかどうかを議論する。それに加え、生物兵器の入手を目

指している可能性がある国家を技術水準別に 3 つに分け、それぞれのカテゴリーの国家がデュアル・ユースの知

識、設備、物資に対してどのような関心を持つ可能性があるのか説明する。 

 

1.1. 国家の支援を受けたテログループ 

 米国務省は 1985 年以降、テログループを支援していると思われる国家のリストを発表している。その 新のリスト

で国務省が国際テロ支援国家と認めているのは、キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、シリアの 7 ヵ

国である（米国務省、2003 年）。このうちイラン、イラク、リビア、北朝鮮、シリアは生物兵器を既に持っている、あるい

は入手を試みているとされる（米軍備管理軍縮庁、1998 年）。国家がテログループに生物兵器を提供していること

を示す確固とした証拠は今のところ発表されていないが、特定の国家が将来、そうしたことをするというのは、決し

てありえない話ではない。それが実現するとすれば、テログループは支援国家が開発、製造した生物兵器の供給

を受けることになると思われる。このような理由から、1 つの例外を除き、国家の支援を受けたテログループが、デュ
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アル・ユースの知識や物資や設備を確保することに関心を示す可能性は低いと考えられる。その 1 つの例外とは、

支援国家が配下のテログループを情報機関として使い、新しい生物兵器を入手するため、あるいは既存の生物

兵器を改良するために必要な情報や物資を入手するよう命じるというケースである。これはおそらく通常見られな

い状況といえるだろう。テロリストはその教育や性質上、優秀な諜報員にはなりにくく、その組織も簡単に国境を越

えて情報を伝えたり物資を運んだりできるようにはなっていないためである。 

 

1.2. 莫大なリソースを持つ大規模なテログループ 

 分かっている範囲では、生物兵器を殺傷目的に使ったことのあるテログループは 2 つしかない。1 つは、潤沢な

資金を持った「オウム真理教」という大規模なテログループである。そのリーダー、麻原彰晃は生物・化学兵器に強

い関心を持っていた。オウム真理教は、大量の犠牲者を生み出す能力のある生物兵器の開発を支えるヒトとカネ

の両方を明らかに持っていた（Cameron、1999 年）。オウム真理教は実際、炭疽菌1（炭疽を引き起こす因子）やボツ

リヌス菌（殺傷能力のあるボツリヌス毒素を生む生物）を培養、処理するのに必要なデュアル・ユースの設備や物資

を購入した。オウム真理教が日本の一般大衆に対する生物攻撃で何度か失敗しているのは、物資や設備が不足

していたからではなく、むしろいくつかの技術的な問題を克服できなかったからである（Rosenau、2001 年）。しかしこ

のオウム真理教の経験が教えてくれるのは、生物兵器入手の意思があるグループが、必要とする物資や設備を購

入するうえで問題に直面する可能性は低いということである。問題は、実際に効果的な武器を製造するのに必要

な知識やノウハウを獲得することにある。 

 おそらくオウム真理教の経験から得られる も重要な教訓は、生物兵器を入手しようとするテログループが実際

に存在することがはっきりと分かったということだろう。しかし、そのための技術力の獲得に関しては議論の余地があ

る。オウム真理教が生物兵器入手に本格的に乗り出したのは 10 年以上前のことである。大量の犠牲者を出す生

物剤の入手は当時より容易になっている。その背景は色々ある。まず、そうした生物剤を作る能力を持つ微生物

学者の数が増えたことが挙げられる。また、旧ソ連の生物剤やそれに関する専門能力が獲得しやすくなった。イラ

                                            
1 In accordance with usage in biology, the first time the name of an organism is used, the whole name is spelled out (for example, 

Bacillus anthracis). Thereafter, the name is shortened as follows – B. anthracis. 
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クの生物兵器開発計画やアパルトヘイト時代の南アの生物・化学兵器計画「プロジェクト・コースト」のような、かつ

ての国家レベルのプログラムに携わった研究者も流出している。さらにインターネットのお陰で、病原体や毒素に

関する情報がより簡単に入手できるようにもなった。2001 年の「炭疽菌入り手紙」による攻撃が示したように、技術的

ハードルは着実に低くなっている。また、バクテリアやウイルスの生物工学、新しい猛毒微生物因子の発見、世界

各国の微生物学者が使う分子微生物技術の普及といったバイオテクノロジーの急速な進歩により、生物戦争やバ

イオテロが発生する可能性は新たに高まっている。これらを総合的に考えると、十分な支援を受けている今日のテ

ログループは、オウム真理教よりも格段にうまく生物兵器を入手、配備、使用することができると想定される。 

 

1.3. 小規模なテロ・犯罪グループ 

 生物兵器を使用したもう 1 つのテログループも、「ラジニーシーズ」（Rajneeshees）という、潤沢な資金を持つカルト

宗教団体である。オウム真理教と異なり、そのメンバーは高度な教育を受けた生物学者ではないが、それにもかか

わらず生物兵器攻撃で、ある程度の成功を収めることができた。ラジニーシーズの場合、食品媒介病原体と培養

媒体を生物化学メーカーから入手し、それをどこの研究所にも見られる単純な設備を使って育成した。このように、

ラジニーシーズは地元で入手できるデュアル・ユースの専門知識、設備、および物資を利用して生物兵器を入手

した。その効果は限定的だったが、それでも 751人を負傷させることができた（Carus、2000年）。 

 2001年 9～10月に炭疽菌芽胞入りの封筒を送ったものが、個人なのか、小規模グループなのか、大規模グルー

プなのかは分からない。しかし確実に想定できるのは、犯行を行ったのが誰であれ、そのものがデュアル・ユース

の物資と設備を利用して、その封筒に詰めた炭疽菌芽胞を育成、処理したということである。 

 

1.4. 単独犯 

 ここでいう「単独犯」とは、1人で生物兵器を使用するテロリストや犯罪者を指す。その目的には、（1）現在あるいは

以前の勤務先や同僚、恋人への復讐を果たす、（2）個人、団体、市民に対する憎悪を表現する、（3）脅迫、ライバ

ルの排除、製品への毒物混入などによって利益を得る、（4）技術的困難を克服したり、科学技術の優秀さを実証

することでゆがんだ喜びを得る、といったことがある。毒物や化学物質を使って人間や動物を攻撃したり、食品や
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製品を汚染することは誰にでもできると考えられるが、テロや犯罪を目的に大量の犠牲者を出す生物剤を入手、

使用できる人の数は一般に考えられるよりもずっと少ない。こうした事件が起こるとしたら、その犯人はおそらく、生

物工学や微生物学の学者、化学エンジニア、およびその他バイオ関係の専門知識を持つ人から成る、限られた

グループに属する人だろう。 

 単独犯は気が狂った、あるいは恨みを抱いた研究者や技術者で、設備の整った臨床微生物研究所や大学の

研究所で働き、微生物学研究の何らかの側面に関わっている人である可能性がある。この場合、その人物が職場

で使用する装置や物資はデュアル・ユースとみなすことができる。つまり、通常は平和目的の分析や研究に利用さ

れているが、単独犯がそれを使って生物兵器を開発、製造することができるというわけである。こうした状況では、

科学論文などで公にされている情報を単独犯が利用して、殺傷能力の高い病原体や、扱いの難しい病原体、あ

るいは特別な効果を発揮する病原体を開発することも考えられる。2003 年の CISTEC レポートに記されているよう

に、単独犯の行為の制止は、警察や保安当局にとって特に難しい問題となっている。 

 

1.5. 技術力の低い国 

 あらゆる国家には生物兵器入手に必要な能力があると言える。しかし、発展途上国の多くは、この分野では低水

準の能力しか持ち合わせていない。それは、シンプルな方法で利用できる数少ない病原体を必要とするところに

特徴がある。こうした低水準の技術力は、外国からのノウハウや設備や物資の獲得に依存するところがほとんどな

い。しかも、海外から入手する必要のある設備のうち発酵槽や分離機といったものは、オーストラリア・グループに

属していない国際業者から購入することができる（詳細後述）。生物兵器に利用する病原体を適切に選べば、特

殊で高価な防護用の設備や物資および施設の必要性を 小限に抑えることができる。技術力の低い国家にとっ

て、 も克服しがたい障壁は、散布に関する部分だろう。低い技術力ではおそらく、湿性の戦用生物剤しか作るこ

とができない。これは散布が難しい。考えられる散布手段としては、農機具メーカーから購入するエアゾル装置や

スプレー装置があるが、これらはあまりうまく機能しない（作成方法や散布方法は 2003 年の CISTEC レポートで説

明されている）。スーダンは、技術力の低い国の典型的な例である。 
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1.6. 技術力が中程度の国 

 中進国の生物兵器入手計画もおそらく、国内の培養所で保存されている、あるいは他国の培養所から入手する

基礎的な病原体に依存したものであろう。こうした国の科学者は科学論文を入手して、病原体の成長過程の特徴、

生成方法、開放環境での反応など、生物兵器の研究や開発に関する情報を集めるものと思われる。またこれらの

国はデュアル・ユースの装置を購入する余裕が途上国よりもあり、生物兵器の生成方法に関する知識も多く有する

と思われる。そして、生成した病原体や毒素を効果的に使用する手段を開発または購入するために、より大きな力

を注ぐ可能性もある。1991年より前のイラクやシリアといった財務力のある先進国が、このカテゴリーに属する。 

 

1.7. 技術力の高い国 

 ほとんどの先進国は、そのリーダーが決断すれば、洗練された生物兵器を入手することができる。また、豊かな先

進国は、自国の生物兵器計画に 新の技術や設備および物資を用意することができる。こうした国が病原体や毒

素を運搬するために開発するシステムは、洗練された散布装置やハイテク小型爆弾を装備した巡航ミサイルや弾

道ミサイルに基づくものになるだろう。ハイテク国の生物兵器計画に携わる科学者は、国際的な科学論文を常時

信頼できる形で利用できる体制を必要とすると予想される。そこでそうした科学者は、病毒力、病原性、抗生物質

に対する耐性、耐久性などの情報を集めると思われる。計画が進展するに従い、科学者たちは病原体の遺伝子

を組替えて人の殺傷に有用な性質を引き出すことができるようになるだろう。また、非常に毒性の強い毒素や独特

の性質を持つ毒素を作り出すこともできるようになるだろう。生物兵器に使用される目的の病原体や毒素はマイク

ロカプセルに入れて保護されると思われる。1992 年以前の旧ソ連が、大規模で洗練された生物兵器計画を支援し

ていたハイテク国の例である。しかし今日では、中国、フランス、イスラエル、日本、ロシア、英国、米国はいずれも、

殺傷能力の高い病原体や毒素を開発、生成する力を持ち、さらにはそれを効果的に運搬、散布する装置を作る

こともできる。様々な理由で高いバイオテクノロジー関連技術を獲得したキューバやインドなど一部の発展途上国

も、同様の能力を持つ。 

 不法な目的を達成するために「新しい」バイオ技術がしばらく前から利用されている。旧ソ連の生物兵器計画の

著名な研究施設、「国立ウイルス学生物工学研究所」（Vector）の元研究員は、 近のインタビューで、ジフテリア毒
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素を発する遺伝子組み替えペスト菌亜種、出血性と考えられる毒素を含む遺伝子組み替え天然痘ウイルス、およ

び生物工学の技術で改良したその他の微生物を開発した計画について語った（付録 I）。また、 近のところでは

2002 年の夏に、南アの「プロジェクト・コースト」と関係を持つ人物が、遺伝子工学の資料を入手しようとする海外の

様々な筋からアプローチを受けていた。プロジェクト・コーストの元研究員、ダーン・グーセン（Daan Goosen）博士は、

既に破棄されたと考えられていた同プロジェクトに関する生物学の資料を海外の団体に引き渡すように求められた

ことが 2回あったという。そのうちの 1回では、ウェルシュ菌の遺伝子コードを使って遺伝子を組替えた大腸菌の凍

結乾燥サンプル 2mlを CIAの元諜報員に提供したと語っている。グーセン博士は後に、そのサンプルを提供した

のは、アメリカ人にプロジェクト・コーストの遺伝子組み替え能力がいかに洗練されたものであるか気づかせたかっ

たから（同博士はアメリカと協力して研究を進めることを望んでいた）だと主張している。プロジェクト・コーストの研究

者たちは、抗生物質に対する抵抗力を持つ炭疽菌の変種の成長能力を研究したことでも知られる。こうした展開

を見てみると、今日の超先進国が生物兵器の入手を望めば、その科学者は、兵器として利用するために極めて恐

ろしい病原体や毒素を開発する手段を数多く持っているということが分かる。 

 

2. 生物兵器の世界的拡散の防壁 

 米国防総省は、「7つの D」と呼ぶ方針を国家の安全保障のアプローチに採用している。これは以下のとおりであ

る。 

1. Dissuasion（軍事利用中止の説得） 

2. Disarmament（武装解除） 

3. Denial（拒否） 

4. Disruption（崩壊） 

5. Detection（検知） 

6. Deterrence（抑止） 

7. Defense（防衛） 
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 これと同じアプローチは、生物兵器拡散抑止網を作り、国家、グループまたは個人に対して、生物兵器入手のモ

チベーションと能力の両面から効果的に立ち向かうためにも利用できるだろう。 

 

2.1. Dissuasion（軍事利用中止の説得） 

 Dissuasion とは、生物兵器の需要が減るように国際政治環境に影響を与えることである。これには基本的に、生物

兵器による悪影響の印象を強めるため、人体および環境にそれが与える否定的な影響を強調することが含まれる。

しかし問題は、「ファクチュアル・リアリティ」（事実現実）という概念にある。インターネットで強化された多様な認知世

界が存在し、それがモラルの極端な開きを生んでいるのである。例えば、約 7 億人もの人が依然として、2001 年 9

月 11日のテロ事件実行犯の身元と動機を、米国政府が作り上げたものとして否定している。信仰体系もこうした多

用な現実認識に影響を与え、同胞のため、あるいは自身の政治的・宗教的イデオロギーのために死ぬ覚悟がある

だけでなく、そのために他人を殺す覚悟もあるという人がうまれている。また、精神病理学も重要な要因になってい

る。「マッド・サイエンティスト」（狂った科学者）や不満をもった職員が、説得の難しい相手として立ちふさがっている

からだ。結局のところ、「生物兵器には万民が共通して嫌悪感を持っている」という、政治家やストラテジストが拠り

所にするような想定は、単純すぎるのである。なぜなら、実際に生物兵器が利用されることによって、その利用を控

えようという一般的な傾向が後退するというのは疑問の余地があるからだ。 

 

2.2. Disarmament（武装解除） 

 Disarmament とは、効果的に生物兵器の所有と使用を国際的に放棄することである。生物・化学兵器の武装解除

に影響を与えることを狙った主な条約は、以下の 2つである。 

1. 生物・毒素兵器禁止条約（BWC） 

2. 化学兵器禁止条約（CWC、毒素が該当する部分） 

 



 

 － 16 － 

 非常に重要なのは、これらの条約が生物・化学兵器の開発と所有を禁じるだけでなく、それを所有または使用す

るための手段の開発、所有も禁じている点である。これにより、生物・化学兵器を、特にデュアル・ユースの設備や

物資に関する議論と絡めて理解できるようになっている。両条約については第3部で詳細に議論する。 

 

2.3. Denial（拒否） 

 Denialには以下の 2つの側面がある。 

1. 物資の輸出制限、および国家の崩壊によって地図上に残った“すき間”の警備 

2. 病原体、毒素、技術、および情報の保護と監視のための国家的手段 

 

 初の側面は、オーストラリア・グループ（AG）のような国際的輸出管理グループや、国の輸出入規制手段、およ

び情報の収集と分析によって対応されている。AGと米国の輸出規制手段については、第 4部で詳細に議論する。

さらに第 5部では、AG以外の規制手段について説明する。 

 保護と監視の体制を強化するための相補的な要素には（a）物理的なセキュリティ手段、（b）健康と安全、（c）環境

の保護がある。 

 セキュリティ手段には、封じ込め（安全な処理や利用のための物理的保護、病原体の保管状況の把握、運用手

順）、アクセスの制限（スタッフ信頼性確認計画）、移動の制限（国内および海外）、および移動手段の安全がある。

これらの手段は国家レベルで強化されている。例えば、米国の「テロ対策と有効な死刑法」（Antiterrorism and 

Effective Death Penalty Act）は、一部の生物剤について、施設登録の要件、移動の要件、通気手順、処分の要件の

概要を定めている。また「公共衛生安全・バイオテロリズム準備法」（Public Health Security and Bioterrorism Preparedness 

Act）は、一部の生物剤の処理や移動を行う施設に対し、米国政府に登録して、厳しい生物工学上の安全基準を

満たすことを求めている。 

 監視を行うべき対象は、（a）国家の法律や規制の順守状況、（b）病原体微生物、遺伝子工学、および科学的、商

業的な危険を内包するその他の分野を含む業務提案の性質や目的、（c）一般に入手可能な情報、（d）公表され

た情報、（e）無形の技術移転である。 
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 さらに付け加えると、専門知識の要望の拒否も重要な要素である。旧ソ連諸国からの元生物兵器研究者の流出

（いわゆる“brain drain”）を回避することは、この 10年間の「協調的脅威削減プログラム」（Cooperative Threat Reduction 

program）の目標、それはナン・ルガー・ドメニチ法（Nunn-Lugar-Domenici legislation）によって可能になった。. 

 

2.4～2.5. Disruption（崩壊）と Detection（検知） 

 Disruption には、密輸のネットワークやテロ活動の支援機能を妨害することが含まれる。Denial のコンセプトに類似

し、そのアプローチには輸出制限、情報の収集と分析、警察活動が含まれる。 

 Detection には、調査・検知技術の開発に加え、税関管理、テロ対策、戦争における生物兵器に関する知識が含

まれる。 

 世界保健機関（WHO）による疾病調査は、病気の原因にかかわらず（自然発生であっても、意図的に発生させら

れたものであっても）伝染病から世界の人々を守るのに役立っている。WHO の国際伝染病警告対策ネットワーク

（Global Outbreak Alert and Response Network）は、110のパートナーから報告書を集め、公共衛生が国際的な懸念事

項になったときには、病気の情報、検証、対策、追跡調査に加え、技術的なガイダンスや支援を提供している。 

 現在の検知技術では、様々なサンプリング手段を用いて、ほとんどリアルタイムで伝染病などに対する警告を発

することができる。質量分析を含むこれらの技術や技巧については、付録 IIIで見ていく。 

 

2.6. Deterrence（抑止） 

 Deterrenceは、生物兵器の利用に対して、国家的・国際的な行動で効果的に圧力をかけることから成る。米国はこ

の概念を生物兵器の「所有」にまで拡大して、 近のイラク侵攻を正当化し、望ましい結果を得るために先制的／

予防的戦争という戦術を採用した。犯罪化（処罰の対象とすること）は、より広く認められた抑止手段で、BWC のよ

うな国際禁止条約や、米国の生物兵器法（Biological Weapons Act of 1989）のような国内法が施行されている。 
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2.7. Defense（防衛） 

 Defense には個人的防衛と集団的防衛があるとともに、積極的防衛と消極的防衛がある。したがって、従来の対

処方法や環境安全確保・浄化方法を改善するためでも、病原体の基礎的な仕組みや人体の免疫機能に関する

理解を深めるためでも、重要な要素は研究である。一方、医薬品を貯蔵しておけば、必要なときに効果的な対策

をすぐに実行することができる。しかしそれには、効果的な対応計画が用意されている必要がある。 後に、教育

と市民の認識向上は、生物兵器が放たれた場合のパニックと経済的後遺症を軽減するうえで非常に重要な役割

を果たす。教育が行われ、市民がきちんとした認識を持っていれば、病院や緊急治療室が、不安なだけで健康な

人、つまり病原体や毒素の影響を受けていない人で溢れ返ることは少なくなり、薬品や治療がそれを も必要とし

ている犠牲者に向けられるようになるだろう。 

 

3. デュアル・ユースの装置や物資に関連する国際法 

 生物兵器や毒物兵器の制限や禁止に関する協定や条約は過去にも数多く存在したが、BWCと CWCが登場し

て初めてデュアル・ユースの装置や物資の問題が国際法の文脈で取り扱われるようになった。過去の制限規則で

知られるものの 1つは、キリスト生誕以前に遡るインドの Manu Smtriという韻文集に含まれている。これは戦争での

毒物の使用について言及し、それを批判している2。その他の過去の条約としては、ドイツの射撃手による「戦時に

毒物等は用いない」とする 17 世紀の宣言3、1874 年 8 月 27 日にブリュッセル会議で調印された「戦争の法律と慣

習に関する国際宣言」（International Declaration Concerning the Laws and Customs of War）、1899年の第 1回ハーグ国際

平和会議と 1907年の第 2回同会議で調印された協定、1919年 6月 28日に調印された第一次世界大戦の講和

条約（別称、ベルサイユ条約）、1922 年 2 月 6 日にワシントン D.C.で調印された「戦時における潜水艦と毒ガスの

利用に関するワシントン条約」（Treaty of Washington of 1922 Relating to the Use of Submarines and Noxious Gases in 

Warfare）、および 1925年 6月 17日にジュネーブで採択され、1928年 2月 8日に発効した「窒息性ガス、毒性ガス、

                                            
2 An English-language translation of relevant portions of the Manu Smrti may be found at <http://www.sipri.se/cbw>. 

3 The quotation is available at URL: <http://www.sipri.se/cbw/docs/cbw-hist-pledge.html>. 
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またはこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」（ジュネーブ議定書）

がある4。 

 

3.1. 生物・毒素兵器禁止条約（BWC） 

 BWCは 1972年 3月 26日に採択され、1975年 3月 26日に発効した。2003年 12月 31日現在、この条約の締約

国は151ヵ国、その他の調印者数は 16となっている。 

 

3.1.1. 条項 

 BWCの生物兵器の禁止条項は第 1条に含まれている。その内容は以下のとおりである。 

 

 本条約の締約各国は、いかなる状況においても、以下のものを決して開発、製造、貯蔵または入手、

保持しないことを約束する。（a）その起源や製造方法が何であれ、予防、保護、またはその他の平和目的

に正当化されない種類や量の微生物もしくはそれに類する生物剤または毒素、（b）かかる生物剤や毒素

を敵対目的で、または武力紛争において使用するために作られた武器、装置または運搬手段。 

 

 輸出規制と拡散防止の 3 つのレベル（国際条約、国際輸出規制合意、米国のデュアル・ユース生物学装置・物

資に関する法律）について考察した 2002年の CISTECレポートの第 2部に記されているように、BWCは生物兵器

の開発と保有を禁止するにとどまらず、物資や技術の拡散についても対応している。第 3 条では、そうした物資や

技術の拡散に国際的に対処するため、以下の規制を課している。 

 

                                            
4 The sentence reads treaty signatories “Declare: That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties to Treaties prohibiting 

such use [of asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous liquids, materials or devices], accept this prohibition, agree to extend 

this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according to the terms of this 

declaration.”  The full text of the Geneva Protocol is available at <http://www.sipri.se/cbw>. 
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 本条約の締約各国は、本条約第 1 条で規定した生物剤、毒素、武器、装置、または運搬手段のいず

れをも、いかなる相手に対しても、直接もしくは間接に移転しないこと、および、国家、国家団、または国

際組織がかかるものを製造または入手するのを、いかなる方法をもっても支援、奨励、または勧誘しない

ことを約束する。 

 

次に第4条は、拡散を防止するための国内手段について以下のように規定している。 

 

 本条約の締約各国は、（中略）本条約第 1 条で規定した生物剤、毒素、武器、装置、または運搬手段

の開発、製造、貯蔵、入手、または保持を禁止および防止するために必要な手段を講じるものとする。 

 

 しかし、これらの物の平和利用は第 10条で以下のように保証されている。 

 

 （前略）本条約締約国の経済的または技術的発展、または細菌学（生物学）の平和的活動の分野にお

ける国際協力。これには、細菌剤（生物剤）や毒素、および本条約の条項に従って細菌剤（生物剤）や毒

素を処理、利用、または製造するための装置を平和目的で国際的に取引することが含まれる。 

 

 生物兵器に関連する可能性のある装置や技術にはデュアル・ユースの性格があるため、BWC に違反している

のか判断する際には、意図を区別する必要がある。 

 

3.1.2. コンプライアンス 

 現在、BWC には上記条項の順守状況を検証する本質的な仕組みがない。過去に多くのアプローチが提案され

ているが、いずれもうまくいっていない。デュアル・ユースの設備に関して言えば、コンプライアンスに関する補足規

定を発効するのには、多くの複雑な問題がある。 
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 一般的に、国際調査団の立入調査で企業秘密情報の漏洩が発覚した場合、バイオテクノロジー関連企業は、

多額の損失を被るリスクが化学会社よりも大きい（CWC にはコンプライアンス補足規定があるのがその一因）。例え

ば、米国研究製薬工業協会（PhRMA）提供のデータによると、新薬の開発は平均して 12～15 年の期間と 3 億

5,000 万～5 億ドルの資金を必要とする（Woollett、1998 年）。 終的に製品化されるのは、研究した 5,000～1 万種

類の成分の中で 1 つと言われており、製品化にこぎつけたものでも、その研究開発費を埋め合わせるだけの利益

を上げるものは 5つに 1つにすぎないという。1997年に PhRMA加盟企業が研究開発に投じた金額はおよそ 189

億ドルで、同年の製薬会社の世界売上高は約 660 億ドルだった。こうした理由から、バイオテクノロジー業界は

BWC のコンプライアンス補足規定がどのようなものになるか強い関心を持っている。業界は、コンプライアンスの仕

組みの必要性を含め、BWC の狙いを支持しているが、民間企業は、生き残りに欠かせない企業秘密情報を効果

的に保護する必要性を指摘し、第 10 条に含まれる協力に関する条項の下では、機密の情報や技術を提供する

義務はないと主張している。 

 製薬会社の研究室や生産施設のほかにも、デュアル・ユースのバイオテクノロジー装置は、わずかな例を挙げる

だけでも、大学の研究施設、醸造所、チーズ工場、燃料処理工場などに見られる可能性がある。バイオテクノロ

ジー装置がこのように広い範囲で利用されていることの問題は、CIP（定置洗浄）という 新の技術によりいっそう複

雑になっている。これは、製造経路をわずか 1、2時間で洗浄する技術であり、それ故に施設の本当の活動を隠ぺ

いするのに使われる可能性がある。 

 

3.2. 化学兵器禁止条約（CWC） 

 CWC は毒素（生物を起源とする化学物質と定義される）をその規制対象としているため、生物兵器の問題にも関

わってくる。しかも CWC は、締約国のコンプライアンスに関する検証規定があるという意味で、将来の条約のモデ

ルとされている。現在、この条約の締約国は 158ヵ国、その他の調印者数は 22となっている。 

 

3.2.1. 条項 

 CWCの禁止条項は以下のものに適用される。（第 2条、第 1項より） 
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（a）その種類および量がCWCの目標や目的に従わない有毒化学物質およびその前駆物質 

（b）有毒化学物質やその前駆物質の使用を通じた殺傷を特に目的とした軍需品および装置 

（c）上記（a）、（b）で定義した軍需品や装置と直接関係する用途を特に目的とした設備 

 

 CWC には、その「化学物質に関する付録」に掲げた化学製品を対象とする輸出制限および、締約国の技術的

な支援や協力の手段（第 9 条）が含まれている。この付録には、約 2 万種類の化学物質が、「スケジュール 1」（

も規制が厳しい）、「スケジュール 2」、「スケジュール 3」（ も規制が緩い）の 3 つに分類されたうえで収められてい

る。「検証に関する付録」によると、締約国はスケジュール 1、2 の化学物質を非締約国に移送してはならない。さら

に、スケジュール 3 の化学物質は、再移送されないことを条件に、非締約国に移送することが認められる。また、そ

の化学物質が CWC で禁止される目的には使用されないことを保証する「エンドユーザー」保証というものもある。

スケジュール 3の化学製品を非締約国に移送することに対する規制の導入については、2001年 5月の第 6回締

約国会議で正式に検討される。この際に、スケジュール 3 の化学物質の非締約国への移送を禁止する判断が下

される可能性がある。 

 

3.2.2. コンプライアンス 

 オーストラリア・グループなどの比較的小規模の輸出規制体制との重複があるものの、基本的にデュアル・ユース

の設備の監視と検証は、化学兵器禁止機関（OPCW）の責務である。しかし、その実行責任は事実上、指定された

国内当局（CWC の締約各国は、OPCW との連絡窓口の役割を果たし、その国の CWC 関連の義務を履行させる

国内当局を指定しなければならない）にある。 

 イランやインドを含む一部の国々は、技術やデュアル・ユース品目に対する国際的な規制の実行責任は、事実

上、西欧諸国とそれに近い同盟国で構成されるオーストラリア・グループのような組織から、OPCW5のような、加盟

                                            
5 The states that are members of the OPCW are grouped by region based on informal United Nations practice. The members of the Western 

Europe and Other Group include Australia, Canada, and New Zealand. Other countries, such as the USA, function within the group but are not 

members of it.  Membership in ad hoc regimes are “restricted” due to broader, ideological-based differences and interests between nations. 
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国を世界中に開放した国際的組織に移すべきだと主張している。イランに至っては、OPCW の調査・監視体制が

しっかりと確立すれば、オーストラリア・グループの解体を支持するとまで述べている。OPCW のジョゼ・ブスターニ

（Jose Bustani）事務局長も、1999年 6月の第 4回 CWC締約国会議の演説で「締約国のうち、そのような場当たり的

な輸出規制体制に参加している国は、そうした輸出規制を CWC の同盟締約国に適用することについて再考して

もらいたい」と述べ、イランと同様の見解を示した6。 

 

4. オーストラリア・グループ 

 

4.1. その設立と歴史 

 2002 年度の CISTEC（安全保障貿易情報センター）の報告書で言及されているように、「各国が生物・毒素兵器

禁止条約（BWC）第 3 条の条項をいかに履行すべきか、あるいは本条項と第 10 条の条項をいかに兼ね合わせる

かを具体的に指し示す法的拘束力をもつ国際的な取り決めはない」。 

                                            
6 The full text is as follows: “The problem of the potential misuse of certain dual-purpose chemicals is not of a hypothetical nature.  History has 

clearly shown that governments which wish to develop or acquire chemical weapons can and will do so by importing dual-purpose chemicals, 

and by diverting them for this purpose. Ad hoc export control regimes such as the “Australia Group” were accordingly introduced to avert this 

anticipated risk. It is difficult to deny the past necessity for such export control regimes in the period before the entry into force of the Convention.  

However, the world does not stand still.  The existence of the Chemical Weapons Convention and the obligations which the States Parties to it 

have taken upon themselves cannot be ignored on a selective basis.  The States Parties to the Convention undertake a moral and legal 

commitment not to develop, produce, stockpile and/or acquire chemical weapons, and also to destroy any chemical weapons which they may 

have.  In return, having demonstrated that they have fulfilled their obligations under the Convention in all respects, they are entitled to expect that 

no obstacles will be placed in their path regarding the import or export of chemicals, or of relevant technologies, for peaceful purposes.  As the 

Convention contains its own in-house export control regime, it becomes increasingly difficult, after entry into force to justify the continuing 

application of ad hoc export control regimes to the States Parties to the Convention.  I, therefore, once again call on those States Parties which are 

members of such ad hoc export regimes to reconsider the application of such export controls to fellow States Parties to the Chemical Weapons 

Convention.  A prolonged continuation of the current situation can only damage the Convention and its long-term goal which we have all 

pledged ourselves to support.” (Statement by the Director-General to the Conference of the States Parties at Its Fourth Session,” OPCW 

document C-IV/DG.12, 28 June 1999, para. 18). 
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 輸出管理規制はこの目的のために存在する。ここで も重要な鍵を握っているのがオーストラリア・グループ

（AG）である。オーストラリア・グループは、イラン・イラク戦争の際に化学兵器が用いられていたことが発覚したこと

から 1985年に設立された一種の紳士協定に基づく特別枠組みである。（2002年度 CISTEC報告書では、「国連事

務総長がアラビア湾に派遣したいずれの専門家グループも、イラクが対イラン戦争に化学兵器を使用しており、本

国は化学兵器製造につながる民用の化学装置および資材を輸入していると結論付けた」としている）。「オーストラ

リア・グループ」という名称は、参加国が初めて会したのがブリュッセルにあるオーストラリア大使館であったことに由

来している。オーストラリアは年 1回開催される AG本会議の議長国であるが、会議のホスト国を務めているのはフ

ランスである。現在、AG は 34 のメンバー（33 ヶ国と欧州委員会）と提携して参加国の輸出管理制度の整備と協調

を進めている。めざすところは攻撃的な生物・化学兵器計画における装置および資材使用の阻止である（国家レ

ベルの生物・化学兵器防衛計画は禁止対象となっていない）。 

 AG 参加国が取り組んでいる活動には 2 つの柱がある。1 つは、デュアル・ユースの可能性がある装置・資材に

対する輸出管理政策の一本化である。もう 1つは、国家の情報を含めた「国家技術検証手段（NTM）」関連情報の

非公式レベルでの交換・共有である。AG 活動においてはその多くが化学兵器禁止条約（CWC）の履行および

BWC条約案の交渉に向けての技術支援も行っている。 

 AG参加国では、AG管理リスト品目に対する移転要請は年間およそ 2、3百万件あろうと見ている7。こうした要請

の約 0.3％が実際のところ拒絶されているが、そうした要請のほぼすべてが 4 つの国から出ている。その 4 つの国

とは、イラン、イラク、北朝鮮、シリアである。 

 AG のもつ役割は、広い国際政治の場の中央に立ち、上記のような多国間の兵器輸出管理規制や軍縮条約レ

ジームにおける取り組みを各国の輸出管理にどうすれば反映できるか、どのように反映させるべきかを協議するこ

とにある。その理由のひとつは、こうした条約には平和目的にて情報や技術や資材の国際提携や取引を推進する

条項が織り込まれているのが普通であるが、そうした情報や技術や資材の一部がデュアル・ユースであるためであ

る。 

 
                                            
7 For a copy of the control list, see <http://www.australiagroup.net/agcomcon.htm>. 
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4.2. メンバーの条件 

 AG の 優先事項は BWC と CWC の禁止条項の実効化であるため、AG 参加国はすべて協定締約国である。

しかし、それ以外にも AG メンバーとなる基準にはデリケートな政治的な問題――故意にあいまいなままになって

いる――が含まれている。原則としては、AG 管理リスト品目の「供給」国であればどの国でもメンバーになれる。現

在の透明性の増大をめざした取り組み――グループ関連情報をさらにアクセスしやすくすることや国家レベルの

輸出管理要件の支援などがある――が先の問題に解決の光をあてることになるであろう。 

 

4.3. リスト 

 AGリストにある憂慮されている装置、言い換えれば輸出管理の対象となる装置は、次の 3つのカテゴリーに分類

できる――製造用装置、防護／封じ込め装置、エアゾル吸入室。 

 

A. 製造用装置 

 

1. 封じ込めレベルがＰ３またはＰ４（BL3、BL4、L3、L4）の物理的な封じ込め設備（封じ込めレベル

は WHOが2003年に規定）。 

 

2. 病原性微生物、ウィルスの培養ができるもの、もしくは毒素生産用の発酵槽であって、容量が

20 リットル以上のもの(発酵槽には、バイオリアクター、ケモスタット、および連続培養方式のもの

を含む)。 

 

3. 病原性微生物の連続分離ができる遠心分離機（デカンターを含む）であって、下記の全ての特

性を有するもの。 

a) 蒸気封じ込め区域内に一重以上の密閉用接合部を有するもの 

b) 流量が1時間に 100リットルを超えるもの 
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c) 研磨したステンレス鋼またはチタンで構成されたもの、かつ 

d) 定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの。 

 

4. 病原性微生物、ウィルス、毒素、および細胞培養菌の連続分離ができる、クロス（接線方向の）

フローろ過装置。有効ろ過面積の合計が５平方メートル以上のもの。定置した状態で内部の滅

菌をすることができるもの。 

 

5. 24時間につき 10キログラム以上 1,000キログラム未満の氷を作る能力を有する、蒸気滅菌可能

な凍結乾燥器。 

 

B. 防護／封じ込め装置 

 

1. 命綱で接続される外部空気供給装置により、完全防護又は一部換気が行われる衣服もしくは

フードであって、その内部を陽圧に維持することができるもの（本項目は、自立型の呼吸器具を

着用するために設計した衣服を規制しない）。 

 

2. クラスⅢ－生物学的安全キャビネット、またはこれと類似の性能基準を有するアイソレータ（例：

軟膜式アイソレータ、ドライボックス、嫌気性チャンバー、グローブボックス、又はラミナ気流式

フード（垂直フローで閉じられたもの））。 

 

C. 微生物、ウィルス、もしくは毒素の噴霧投与試験のために設計したチャンバーであって、容積が 1 立方

メートル以上のもの。 
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 AG では、AG 管理対象となるデュアル・ユースの生物装置品目（上記）や AG 管理対象の生物剤（リストには炭

疽菌、ペスト菌のような も一般的な管理対象製剤や、それほど知られていないものの潜在的危険をはらむ微生

物が記載されている）の不法な開発、製造に誤用される可能性のある技術の移転の規制にも取り組んでいる。技

術移転に対する規制は、公共の情報や基礎科学研究には適用されず、特許適用に 低限必要な情報にも適用

されない。一般的な表現において技術は2つのグループに分けることができる。技術データと技術支援である。 

 

4.4. グループ報告要件および手順 

 AG 参加国は各国の輸出管理政策を通じてグループ・ガイドラインの実効化をめざしている。AG の下では生物

材料や装置自体に絶対的な禁止事項を設けていない。禁止事項が対象品目の合法的な取引や移転をあやまっ

て妨げてしまう危険があるためである。AG としては、リスト品目の受取国の目的が確認でき、不法であれば然るべ

き措置を取るという輸出管理政策を支援している。このアプローチは、デュアル・ユース資機材がその悪用を企て

る国家組織に計画的かつ不法に移転しないためのものである。 

 輸出規制限度を設けるか、設けるとしたらどの程度の範囲にするかは、下記の事項に基づきそれぞれの国が

終的に判断する。 

• BWCおよび CWCの適用範囲。 

• 問題になっている品目が国家レベルの攻撃的な生物・化学兵器計画、あるいは同様のテロ計画に利用

されるかどうかにまつわる関連情報の信憑性。 

• 受取国の兵器拡散、テロ支援の歴史。 

• 受取国の生物・化学活動の能力および目的。 

• 問題になっている品目が攻撃的な兵器開発／製造に寄与する可能性。 

• エンドユーザーのニーズ、意図、保証において移転のもつ意味（エンドユーザーがこれまでに同様の移

転を拒否されていないか、そうであればその理由等も含む）。 
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• 受取国経由、あるいは受取国による不正転売のリスク。ここには意図的なもの（受取国がこれまでに不正

転売をしていないかも含む）、故意ではないもの（受取国の保管・管理能力、安全対策があるかどうかの

評価を含む）いずれも検討対象となる。 

• 受取国による再輸出の可能性－1）再輸出があるかどうか、2）再輸出があれば、同様の規制措置の対象

となるかどうか。 

 

4.5. 協定違反の場合の制裁 

 先にも記しているように AG には制裁を行う権限がない。参加国は本質的に国家レベル、主として自国の法令に

て管理するという方針の下に AGは設立されている。例を挙げると、AGに対する米国協調において違反が摘発さ

れた同国のバイオテクノロジー企業や産業は米国法令の刑罰が科せられる。AG では参加国間の法令の統一化

をめざしており、その取り組みは現在も続いている。 

 

5.  オーストラリア・グループ以外の輸出／輸入規制 

 

5.1 ワッセナー・アレンジメント 

 2002 年度の CISTEC報告書にあるように、軍用兵器およびデュアル・ユース技術のソビエト圏への輸出を禁止す

る取り決めとして、ココム（対共産圏輸出統制委員会：COCOM）の名称で知られている西洋諸国の管理システムを

引き継ぐかたちで、通常兵器およびデュアル・ユース汎用品・技術の輸出移転を規制管理するワッセナー・アレン

ジメントが 1996 年に発足した（ワッセナー・アレンジメント、2002 年）。ワッセナー・アレンジメントは、通常兵器および

リスト品目のデュアル・ユース汎用品・技術の移転に透明性ならびに標準規制を課すことによって「地域と国際社

会の安全と安定」を確保するために発足された。 

 現在のところ、参加国は次の通りである――アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、

カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、英国、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、

ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、韓国、スペ
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イン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、米国。ワッセナー・アレンジメントの事務局はウィーンに設置されてい

る8。 

 

5.2. 国連の対イラク制裁規制 

 国連（UN）安全保障理事会決議 687――湾岸戦争を事実上終結させた条件的な停戦決議――においては、イ

ラクが生物兵器能力向上のために使用する可能性がある生物剤、施設、装置の監視および検証に厳しい要件を

設けた。本要件を強化する姿勢は、続いて作成された「イラクの安保理決議 687 第 C 節関連項目順守を継続的

に監視および検証するための計画（1991 年）、事務総長報告書」にて打ち出された。ここでは、イラクに対して懸念

対象品目の保有、獲得を過去から現在まで報告することを義務づけている。詳しいことは補遺Vを参照。 

 

5.2.1. これまで 

 イラクに対しては、1986年1月1日付でリスクグループⅣ、Ⅲ、Ⅱ（1983年、WHO研究所の生物安全性マニュアル

にて規定）に該当する生物剤、ならびにあらゆる毒素、ワクチンのすべての輸入、取得、もしくは輸出を国連イラク

特別委員会（UNSCOM）に報告することを義務づけ、さらに供給国もしくは受取国を明らかにすることも義務づけた

（表5-2）。 

 

                                            
8 See <http://www.wassenaar.org> for more information. 
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表5-2  生物剤のリスクグループ分類 

 

リスクグループⅣ：通常有害であり、直接的あるいは間接的に伝染性が高く、個人レベルおよびコミュニティレベルいずれ

においても高いリスクをもたらす。有効な治療法および予防法が一般に流通していない。 

 

リスクグループⅢ：通常有害ではあるが、伝染はまれであり、個人レベルのリスクは高いもののコミュニティレベルのリスクは

低い。有効な治療法および予防法が広く流通している。 

 

リスクグループⅡ：ヒトや動物の疾患を招く可能性はあるが、個人レベルおよびコミュニティレベルへの危険は 小限であ

る。有効な治療法および予防法は流通している。伝染リスクは 小限。 

 

リスクグループⅠ：ヒトや動物の疾患を招く可能性は低く、従って個人レベルあるいはコミュニティレベルのリスクはない、も

しくはきわめて低い。 

 

（WHO、2003年より） 

 

 また、関連装置についても同様の報告を義務づけた。本報告書に具体的に指定しているように、報告・監視対

象の装置は下記のものを含む。 

 

1. リスクグループⅣ、Ⅲ、Ⅱの生物剤専用の検出あるいは分析システム。 

 

2. 生命有害物質封鎖装置、およびリスクグループⅣ、Ⅲの生物剤の製造、活用、保有用の装置。 

 

3. 生物剤のマイクロカプセル化装置。 

 

4. 100 kg超の大量なリスクグループⅣ、Ⅲの微生物を増殖できる菌種増殖培地。 
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5. バイオリアクターおよび発酵槽。 

 

6. 組換え型デオキシリボ核酸（DNA）および前述微生物由来の毒素あるいは遺伝子用にコード化された

同様の遺伝物質。上記物質の分離、特性付け、もしくは製造用の装置および試薬。合成遺伝子の解析

用の装置および試薬。 

 

7. 生物剤の環境放出用装置（例：散布装置、弾薬） 

 

8. 微生物あるいは毒素の空中生物学的特性を調べる装置（例：エアゾル室）。 

 

5.2.2. 現在 

 イラクは、UNSCOM に 低 60 日前に通知しない限り、上記規定品目のいずれにおいても輸入ができないことに

なった。唯一の例外はワクチンの緊急輸入であり、この場合は UNSCOMに輸入の時点で報告する。具体的なとこ

ろでは、イラクは輸入毎に下記の項目を明示することが義務づけられた。 

 

1. 微生物、毒素、あるいはワクチンの種類と数量。 

 

2. すべての装置、あるいは補遺第1項に定められた品目の数量。 

 

3. 微生物、毒素、ワクチン、あるいは品目の輸出国、および具体的な輸出業者。 

 

4. イラクに運び込まれる場所あるいは港、およびその日時。 

 

5. 使用を予定している工場あるいは施設、および使用目的。 
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6. イラク輸入に携わる組織の名称。 

 

 安保理決議 715とその履行協定となる安保理決議 1051は、イラクおよび取引ないし輸送に携わるすべての輸出

国に対して通知ならびに受取確認を義務づけた。受取確認の報告を受けると、UNSCOM は品目と現場を検証し、

機能を評価した上で今後の追跡用として識別用のタグをつけ、記録化することになった。イラクから申請のない

デュアル・ユース品目はすべて不法使用目的のものとみなし、安保理決議 687に従って破棄されることが定められ

た。輸入／輸出関連情報は随時更新し、6ヶ月毎に UNSCOMに提出することが規定された。 

 

5.3. 米国輸出管理規制 

 2002 年度の CISTEC 報告書にあるように、米国におけるデュアル・ユースの生物装置および資材に関する法律

は 1949年の輸出管理法（Export Control Act: ECA）――軍事転用が認められている品目の輸出を規制――が 初

である。本法律は改正が進んで 1969 年の輸出管理法（Export Administration Act: EAA）の一項目となり、 終的に

1979 年の EAA のかたちとなった。EAA は 1991 年に改正され、関連装置および資材、ならびに受取側の生物兵

器を製造する意図が明らかなケースでの個人、企業単位の不法輸入に対する警備と監視が強化された。 

 この法令の強化を進めているのが米国商務省輸出管理局（BXA）(Chemical and Biological Controls Division、Office 

of Nonproliferation Controls and Treaty Compliance)である。国家レベルの BWC順守状況を検証する責務も負っている。

本部局は、1979 年の EAA の改訂版ガイドラインと AG のデュアル・ユース生物装置および病原体リスト品目に基

づいた輸出管理規制（EAR）に準拠している。EARの通商規制リスト、材料プロセス、第 2節に記載されているデュ

アル・ユース装置は次の通りである。 

 

A. 封じ込めレベルがＰ３またはＰ４（BL3、BL4、L3、L4）の物理的な封じ込め設備（封じ込めレベルはWHOが

2003年に規定）。 
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B. 病原性微生物、ウィルスの培養ができるもの、もしくは毒素生産用の密閉式の発酵槽であって、容量が

100リットル以上のもの(発酵槽には、バイオリアクター、ケモスタット、および連続培養方式のものを含む)。 

 

C. 病原性微生物の連続分離ができる密閉式の遠心分離機（デカンターを含む）であって、下記の全ての特

性を有するもの。 

1. 蒸気封じ込め区域内に一重以上の密閉用接合部を有するもの 

2. 流量が1時間に100リットルを超えるもの 

3. 研磨したステンレス鋼またはチタンで構成されたもの、 かつ 

4. 定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの。 

 

D. 病原性微生物、ウィルス、毒素、および細胞培養菌の連続分離ができる、密閉式のクロス（接線方向の）

フローろ過装置であって、下記の全ての特性を有するもの。 

1. 有効ろ過面積の合計が５平方メートル以上のもの 

2. 定置した状態で内部の滅菌をすることができるもの 

 

E. 24時間につき50キログラム以上1,000キログラム未満の氷を作る能力を有する、蒸気滅菌可能な凍結乾燥

器。 

 

F. P3あるいはP4レベルの封じ込め施設を有する、もしくは本施設に収容されている下記の装置。 

1. 自立空気供給型の衣服もしくはフード 

2. クラスⅢ－生物学的安全キャビネット、またはこれと類似の性能基準を有するアイソレータ（例：

軟膜式アイソレータ、ドライボックス、嫌気性チャンバー、グローブボックス） 
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G. 微生物、ウィルス、もしくは毒素の噴霧投与試験のために設計したチャンバーであって、容積が 1 立方

メートル以上のもの。 

 

5.4. 多国間協定 

 多国間協定は WMD 拡散防止のために制定される場合もある。その趣旨のなかで、2004 年 1 月、日本、香港、

シンガポールが不法目的にて使用される可能性のある装置および技術の間接的輸出を規制する協定を結ぶこと

を発表した。現時点では調印の日時は未定である（Shimbun、2004年）。 

 

6. 懸念装置および資材の分析 

 医薬品、農薬の製造・散布、食品および農業関連産業などにおいて使用されるものと同一の技術（および装置）

は、生物兵器の効果的な開発、製造および使用に現状のままで転用することができる。事実上、 生物戦計画をサ

ポートするために必要な技術はすべてデュアル・ユースであり、様々な合法的目的のために既製のものが入手可

能で、かつ広く出回っている。さらに、先進技術、バイオテクノロジーの装置および専門知識は、工業国や多くの

第三世界諸国の間に広汎に拡散されてきた（Primrose、1991）。また、米国、ヨーロッパ、およびアジアの大学では毎

年、生物兵器を製造し効果的に使用するのに必要な技術をもつ何千という科学者やエンジニアを世に送り出して

いる（Kupperman and Smith、1993）。 

 近い将来、世界中の 貧地域以外のところで 新の技術を複製することが可能になり、また現在の 新技術の

多くは、学問的にも実用的にも利用することができるようになるのである。 新のバイオテクノジー能力を開発しよう

とする国家やグループの履歴を追求すれば、 生物戦計画の推進を目論む国家の研究施設が分かるだろうと考え

るのは合理的でない。比較することによって、核兵器の技術と材料の拡散を規制しようとする努力は失敗に終わっ

ているので、核の技術、装置および兵器の流れを追跡する方が、微生物や毒素の合法的研究を伴う技術や装置

を追跡することよりもはるかに容易であると考えられる。 

 短・中期にわたる現在の科学的、技術的傾向を見ると、生物活性のある化合物が未確認のまま製造される可能

性のあることがわかる。今後も医学および産業上重要な、新しくかつ新奇な化合物が自然界および研究室で次々
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と発見されるだろう。これらの重要化合物の製造に関わる生物的手法では、遺伝子組み換えの動植物を使用する

ことがますます重視されるだろう。しかし、これと同一の手法が、生物戦計画でも用いられる可能性がある。例えば、

遺伝子をある種から別の種へ、例としてリシン毒素の遺伝子をトウゴマからトウモロコシに移植するわけである

（Anonymous、1991；Krogsgaard-Larsen and Bundgaard、1992）。化学合成は今後も大規模なペプチド製造にとっては欠

かせない一部であることには変わりないだろう（Anonymous、1991）。したがって、製薬会社とバイオテク会社はこれ

からも、微生物（ワクチン用または生合成源として）を含む医学的に重要な化合物や医学的に重要な毒素を製造

するための、より速く大規模で簡単な方法を開発し続けるだろう。これと同一の進展は、何らかの意図的用途のた

めの生化学剤の製造にもそのまま転用することができる。しかし、2002 年 CISTEC レポートの所見を繰り返すことに

なるが、ある 生化学剤の製造が容易になったからといって、そのことだけで大量の新型 生化学剤が必ずしも大規

模な戦略的/戦術的 生物戦計画の懸念材料となるものではない。しかし、そのことによって、このような 生物剤の多

くがより多くのグループの手に入り易くなることは確かである。 

 

6.1. 懸念装置 

 生物戦計画に必要とされる装置の範囲は、基礎的な実験装置から、製造（例えば発酵糟）、処理（例えば乾燥機、

粉砕装置など）、 生物剤散布（例えばエアゾル発生器および弾薬）に関連する装置にまで及んでいる。戦用生物

剤となり得るものとして微生物や毒素の開発を目指す研究の初期段階は、通常の生物医学研究や商用研究の初

期段階と殆ど区別がつかないというのが一般的な見方であるが、戦用生物剤の製造と処理に必要な装置および

施設については、歪められた認識がなされる傾向がある。度々引用される例であるが、パインブラフ造兵廠の元生

物作戦本部では、米国 生物戦計画の終了前は、6 平方キロメートルの敷地にある 10 階建てビルに 1,750 人の従

業員が働いていたという（Zilinskas、1986）。 生物戦計画にとって、これほどの規模の施設や労働力は必ずしも必要

でない。確かに「 先端」のバイオテクノロジー研究（および近代工業国標準）には高度な装置と研究施設というイ

ンフラストラクチャーが必要ではあるが、より効果的な微生物剤や毒素（例えば、ボツリヌス A 毒素[BotA]、ブドウ球

菌エンテロトキシン B[SEB]、炭疽菌胞子）の多くは、はるかに簡単な技術、装置および施設で豊富に生産し、処理

することができるのである（Kepperman and Smith、1993）。 
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 このような考えを抱いているのは、以前の 1971 年、1972 年当時のグループ RISE（Reconstruction of Society 

Exterminationの略。「I」の意味は不確定のまま）である。RISEはティーンエージャーの Allen SchwandnerとSteven Pera

（その他 5 人の友人ともども）によって結成され、少なくとも初期の頃は明らかに、そのメンバーと友人数人を除いて

全人類を抹殺することを狙っていた。当時シカゴの病院で研究助手を務めていた Peraha は、この目的のために病

院の基礎研究装置（培養皿、増殖媒体、フラスコ類、用品だけで構成される）を使用して、少量のボツリヌス菌、髄

膜炎菌、ネズミチフス菌、赤痢菌、およびジフテリア菌の培養に成功した。その後間もなくして、このような準備がこ

れ以上進む前に、そして特定の攻撃が計画される前に、このグループの存在が発覚したのである。 

 

6.1.1. 研究開発装置 

 生物剤の研究開発に必要な研究所の施設および装置は、政府、大学、医療センター、民間産業に関わりのある

世界中の何百、否、何千という生物研究や診療研究所にあるものと同じである。このような装置は動物および人間

の食糧・医薬品産業、ワイン・ビール産業、教育などとも関連がある。 

 

6.1.2. 製造・処理装置 

 製造装置は必要物質の量、製造方法、必要生物剤によって異なるが、一般的に、単純機能から複雑機能まで

の制御機能をもつ複数の発酵容器によって構成される。これの発酵容器は、製薬会社、ビール、ワイン醸造所な

どのものと変わらない。生産量がトン単位で測定される戦用化学剤と違って、戦用生物剤の生産量はキログラム単

位から何十キログラム単位で測定される。例えば、1971 年の SIPRI（ストックホルム国際平和研究所）による検査難

易度評価調査では、戦用生物剤の生産量は10 kgと推測された（Neild、1971； Heden、1973）。 

 

6.1.3. 散布装置 

 戦用生物剤は、噴霧装置または容器爆発によるエアゾルとして散布することができる。噴霧器は航空機、ミサイ

ル、車両または船舶に装着したり、それらの運搬手段から落下させたりすることができる（線状源放出）。破壊行為
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やテロ用のエアゾル発生器は、自動型を含めて、ヘアスプレーや万年筆などの小型容器でカムフラージュするこ

とができる。 

 戦用生物剤が爆発物によって散布される場合は、数ある様々な種類の武器搬送手段、例えば、砲弾、小型爆

弾、地雷（点状源放出）のいずれかが使用される可能性がある。多くの武器弾薬の爆発エネルギーは散布効率上

極めて不利である。なぜなら、爆発は地面を含む全方位へ炸裂するため、粒子が空気伝播状態にならず、付随

する生物剤も活性化することなく、散布が不首尾に終わるからである。したがって、適切な噴霧器による散布の方

がはるかに効率的であると考えられる。地形の状態に加えて、粒子サイズや気象要因が野外におけるエアゾルの

伝播に影響するのである。エアゾルの効果は、生物剤の生物的物理的減衰と気流によるエアゾルの希薄化によっ

て時間とともに低下する。気象条件（大気層、風力、風向、気流など）によって、エアゾル伝播の時間と範囲が決ま

るからある。 

 エアゾルは、受動搬送手段に装着された、またはその一部である（例えば航空機、船舶、車両などに装着され

た）エアゾル発生器または噴霧装置によっても、作り出すことができる（下記参照）。エアゾル発生器は極めて簡単

なもので、広く出回っているペンキ噴霧器や低効率の航空機搭載の農薬散布機（Patrick and Spertzel、1992）、また

は大幅に高性能化された特製発生器と同程度である。市販の噴霧器は、散布される生物剤の流量にある程度

従って、一連の粒子サイズを作り出している。これはこの散布方法の利便性を制限している。しかしこの問題点は、

噴霧器の比較的簡単な変更、および/または生物剤の形状操作によって、克服することが可能である。 

 以前の米国の攻撃用生物戦計画における早期武器弾薬開発研究では、戦用生物剤を散布する様々な爆発物

を採用していた。回収率は胞子（炭疽菌）については通常 5％以下、増殖性細胞（野兎病菌）については 1％以下

であった。小型爆弾用武器散布効率（吸引可能な微生物/毒素性粒子として 終的に放出される生物剤の比率）

は、他の形のエネルギー（例えば圧縮ガス）が生物剤散布のために使用された時点で、大幅に上昇することが判

明した。使用生物剤および安定剤によっては、20％から 30％の範囲の効率が達成可能であった。しかし、これら

の効率は、エアゾル発生および散布技術の改善によって向上した。 終的には、20％から 40％（液体注入）およ

び 40％から 60％（粉末）への線状源効率が達成された。 
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6.2. 装置の普遍性 

 生物戦計画において採用される可能性のある装置（もしくは技術）の種類については、独特のものは何もない。

例えば、生物医学研究や、伝染病医薬品、試薬などの製造については、生物安全キャビネットが広く採用されて

いる。発酵糟、遠心分離機、浄化実験装置は生物医学界で使用されているだけでなく、例えば、ワイン醸造、乳

製品工場、製薬会社、農産物など、他の研究および商業用途にも使用されている。ビール、抗生物質、酵素、お

よびその他の治療薬（例えば、インスリン、成長ホルモン）の製造には、10,000 リットルから百万リットルの大きさの発

酵糟が使用される（Zinlinska、1986）。このような発酵糟を用いて大量の戦用生物剤を製造することができる。生物剤

製造用の装置はデュアル・ユースであり、ある程度発展した製薬産業または醸造産業をもつ国家なら、このような

生物剤を製造することが可能なのである（Browder、1993）。 

 

6.3. 微生物/毒素研究開発装置の進展 

 技術的進歩によって、戦用生物剤を製造する手段がより効率的になった（Geissler、1986；Utgoff、1993）。その例と

して、細胞やバクテリアを培養する発酵糟、遠心分離機、濾過器、目標生物剤を濃縮精製するための凍結乾燥機

などが挙げられる。生物剤、特にある種の毒素を大量生産するための遺伝子工学の応用は、事実上新しい脅威と

なっている。ある種の生物剤、例えば炭疽菌などについては、精々ガレージほどの広さがあれば、十数の大都市

の住民を壊滅させるほどの生物剤を数週間で作る充分な能力をもつ製造設備を設置できるだろう（Utgoff、1993）。 

 生物技術、施設および装置のもつデュアル・ユースの特性は、BWC の許容する活動と BWC の禁じる活動の見

分け方をますます難しくしているのである。さらに、バイオテクノジーや先進技術がますます手に入り易くなると、100

カ国もの国家が先進国からの輸出に依存することなく、自力で生物兵器を製造する手段をもつことになるのである

（Welch、1988）。 

 

6.4. 施設と封じ込めの必要性 

 生物兵器拡散に関する議論において、そのような計画を実行するための高度な施設の必要性が叫ばれることが

多い。米国やその他の西側諸国においては、公共および民間とも、第二次世界大戦後の労働力および周辺地域
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の安全性を懸念し、伝染病研究を行うための入念な封じ込め施設を作るに至った（Richardson and Barkley、1988）。

その結果、装置、施設、および伝染病研究のための安全性ガイドラインが設定された。これらのガイドラインは法律

として成文化されているわけではないが、米国では事実上すべての研究所によって、標準的な習慣として広く取り

入れられている。 

 

6.4.1. 検討事項 

 特殊な生物剤のための作業をする適切な施設、装置および実務の選択は、多くの要因に依存している。 も重

要なものは、生物剤の毒性、病原性、生物的安定性、蔓延経路、量および伝染性、研究所の性質と機能、生物剤

に関わる取扱い、効果的なワクチンまたは治療対策である。このような厳しいガイドラインによって、「戦用生物剤」

であると確認された多くの微生物や毒素については、バイオセイフティレベル 2（BLS-2）の条件（表 6-41）のもとで

調査することができる。このような施設や手法は、西欧諸国の殆どの大学や、診療、商用、および政府研究所に

よって採用されている。エアゾルの発生操作を実行する際の安全性レベル（生物安全性キャビネットまたは遠心分

離機の非破損性シールドチューブなどを使用するだけでよい）は、引き上げられることになるだろう。 
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Table 6-41. Summary of biosafety level requirements 
表 6-41. バイオセイフティ・レベル要件の要約 
Biosafety level    1   2   3   4 
バイオセイフティ・レベル 
Isolation of laboratory    No   No   Desirable  Yes 
研究所の隔離    非該当  非該当  望ましい 該当 
Room sealable for decontamination  No   No   Yes   Yes 
     非該当  非該当  該当  該当 
Ventilation: 
通気設備 
– inward air flow     No   Desirable  Yes   Yes 
     非該当  望ましい 該当  該当 
– mechanical via building system   No   Desirable  Yes   No 
     非該当  望ましい 該当  該当 
– mechanical, independent   No   Desirable  Yes  Yes 
     非該当  望ましい 該当  該当 
– HEPA filtered air exhaust   No  No  Desirable Yes 
     非該当  非該当  望ましい 該当 
Double-door entry   No   No   Yes   Yes 
     非該当  非該当  該当  該当 
Airlock      No   No   No   Yes 
     非該当  非該当  非該当  該当 
Airlock with shower    No   No   No   Yes 
     非該当  非該当  非該当  該当 
Anteroom     No   No   Yes   No 
     非該当  非該当  該当  非該当 
Anteroom with shower    No   No   Desirable  No 
     非該当  非該当  望ましい 該当 
Effluent treatment    No   No   Desirable  Yes 
     非該当  非該当  望ましい 該当 
Autoclave: 
 
– on site     Yes   Yes   Yes   Yes 
     該当  該当  該当  該当 
– in laboratory room    No   No   Desirable  Yes 
     非該当  非該当  望ましい 該当 
– double-ended     No   No   Desirable  Yes 
     非該当  非該当  望ましい 該当 
Biological safety cabinets: 
バイオセイフティ キャビネット： 
– Class I     No   Optional  Yes   No 
クラスⅠ     非該当    該当  該当 
– Class II     No   Desirable  Yes   Yes (in 
クラスⅡ     非該当  望ましい 該当          conjunction   
                                                                                                                                                            with suit 
                                                                                                                                                          laboratories) 
          該 当 （ 防 護 服 （ 着 用 ）
            研究所関連で） 
– Class Ill     No   No   Desirable  Yes (in 
クラスⅢ     非該当  非該当  望ましい        conjunction 
                                                                                                                                                          with cabinet 
                                                                                                                                                          laboratories) 
Source: WHO, 2003.        該当（キャビネット 
出典： WHO、2003        装備研究所関連で） 
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 生物兵器の開発を目指すような国が米国または WHO のガイドラインに従うであろうと考えるのは、認識が甘い。

米国は数名の犠牲者が出る労働災害の危険や、その研究に関連する環境上の悪影響の出る状況に甘んじること

はないだろうが、反乱分子が同じような懸念をしてその行動を控えることないだろう。絶対的安全性（および規制に

よらない人道的懸念）を要求するこれらの機能が特殊な高度封じ込め施設において実行されさえすれば、これら

の施設は大規模である必要はないはずである。安全対策を怠れば危険度が高くなる可能性のある手順（例えば

生物剤武器の充填）の健康危機も、厳しい安全対策を採用することによって 小化されるのである。一見して、こ

のような 低限の安全対策が施設全体に認識されているとは思われない。 

 さらに、「安全施設」の必要性を排除する方法は他にもある。研究所の環境を整えることによって、封じ込め施設

の必要性を 小化または排除することも可能であろう。例えば、研究所を住民が殆どいない地域に設置することが

できるならば、簡単な安全策を施すだけで、作業中の研究所要員を防護することができよう。そのような施設が砂

漠のような生物剤に不利な環境に設置されたならば、フィルター処理されていない排気が直接大気中に放出され

ても、環境問題も緩和されることだろう。厳しい環境設定を緩めたとしても、安全対策を施すに当たって、作業員

（および周辺住民）の安全性への懸念も 小限に止めることができるだろう。 

 

6.4.2. 過去の記録 

 前述の概観および 2002 年 CISTEC レポートにもとづいて、これまでの記録を調べてみると、生物兵器の取得を

狙う拡散国家がどのようにして研究施設を築き、かつ運営しているかが分かる。この点において、イラクにおける

UNSCOM（国連イラク特別委員会）の経験と旧ソ連（FSU）の生物戦計画9を考慮に入れることは有益である。このこ

とを念頭において考えてみると、拡散国家による既存の生物兵器開発生産施設や今後建設される施設は、下記

の 4つのタイプの一つであろうと思われる。（1）メリーランド州 Fort Detrickにある 1969年以前の米国生物兵器施設、

または英国のPorton Down施設（生物兵器の研究、開発、実験、製造用）に類似する大規模施設、（2）平和志向の

                                            
9 The information in this section is derived from the personal experience of one of the authors, Zilinskas, as an UNSCOM inspector in Iraq and 

his visits to BW facilities of the former Soviet Union. 
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民間バイオ企業または政府民間研究所として運営されている顕在施設、（3）オフィスまたは非バイオ製造装置をも

つ平凡な建物に似せた顕在施設、または（4）隠密の、完全に秘匿された施設。 

 第一のタイプは一見したところ、安全対策の専門家にとっては、他のタイプよりも懸念度が低く見えるだろう。その

主な理由は、規模、場所またはその他の特徴から空中査察または衛星査察によって容易に特定されやすい施設

を拡散国家が建設するとは思えないからである。ところが、旧ソ連の例でも分かるように、生物兵器の大型専門施

設が建設されることもあり、その本当の使命は秘匿される。物理的な安全対策（例えばフェンスや見張り塔）に偽造

を施すなど比較的簡単な方法によってオペレーターが空中査察から秘匿する。さらに施設の存在理由について

偽情報を流したりもする。また、イラクの Al Hakam における生物兵器開発製造施設の場合でも実証されたように、

施設が大規模で、かつ 寄りの地域からはるか遠方の砂漠地帯の地上にあっても、米国の空中査察によって検

知されなかったのである。この場合は、単純に画像査察の失敗であった。旧ソ連およびイラクの経験から学ばなけ

ればならない教訓は、ある国家の生物兵器施設が大型であっても、様々な理由によって、査察機関または他の国

の監視から見逃される可能性があるということである。 

 第二タイプの施設は、オフィスや機械工場のある建物として偽装されることがあり、見え透いた販売カウンターや

商品陳列などにより軽微な装いらしきものを施している場合や、また例えば、大都市の郊外にある工業団地に所

在している場合もある。このタイプの施設は全面的に不正な生物兵器研究活動を行っていると思われる。第三タイ

プの施設のマネージャーは施設を、同じような構造をもつ工業団地の固有の無害な一員であるかのように偽装し

ていると思われる。このようなタイプの施設がイラクや旧ソ連にあったという情報はない。その理由は、施設は実存し

たが発見されなかったか、それよりも、第二タイプよりも第三タイプの施設建設運営する方が理に適っていたという

ことかもしれない。 

 第三タイプの生物兵器施設は、無害らしく見える生物研究施設または製造施設で、表面的には平和志向活動

にのみ関わっているが、実際には不正な生物兵器活動を助けているか、さもなければ隠蔽しているものである。こ

のタイプは二つの形態のうちのいずれかを取っている。一つは、施設の業務計画の大部分が実際に平和志向で

あると同時に、一部は小規模ながら不正な生物戦志向の計画を実行している場合である。第二は、それが逆にな
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る場合で、施設の大部分は不正な研究開発を続けながら、表向きは、部分的に民生用のＲ＆Ｄを行うものである。

旧ソ連とイラクには、両形態とも存在した。 

 旧ソ連については、第一の形態が、カザフスタンの Stepnogorsk にあったソ連 大の生物兵器製造工場によって

実証された。そこは、許可を得た者でなければ入ることのできない秘密の都市であった。生物兵器施設の周辺に

「Bioprogress」という中規模の工場があって、農業にとって有益なアミノ酸やその他の栄養素を製造していた。カザフ

スタンが独立するまでは、外国人が Stepnogorsk を訪問することは許されなかったが、ソ連政府は、いつか外国代

表団の同都市訪問が許可される日が来るかも知れないことを微かに念頭において Bioprogress を建設した。そして

もし代表団のメンバーからその大規模施設の機能について聞かれたとき、Bioprogress に案内して、その施設全体

がソ連の農業に必要な肥料の開発製造に携わっていると説明するはずであった。第二の形態については、病原

体や毒素を調査していた旧ソ連の殆どの研究機関は生物兵器関連の調査を行っていた研究所を「非公開」とした。

非公開とされた研究所は KGB によって守られていたので、極秘の手続きを経ない限り、誰も入ることができなかっ

た。これらの研究所の所轄機関はそういった研究所をもって満足していた。なぜなら、研究所が国防省から特別助

成金を得ていたので、その資金を使って外国製の装置や備品を購入することができたからである。所轄機関を訪

れる外国人は非公開の研究所からは巧妙に遠ざけられていたので、その存在すら知るよしもなかった。そしてたと

え部外者が、生物研究装置や資材のもつデュアル・ユース的特性の故に非公開研究所の一つに偶然に行くよう

な羽目になったとしても、そこで生物兵器関連の研究が行われていることは分からなかったであろう。 

 事態は 1991 年以前のイラクのようであった。解説者の中には、ソ連がイラクの生物戦計画を援助したと言い切る

ものもいたが、これは立証されていない。このようにして、Al Hakam の施設は、微生物蛋白質（SCP）と生物農薬の

土壌細菌の製造を主目的とする生産施設を装うことによって、第一の形態を実証したわけである。生物剤生産装

置と成長物質のもつデュアル・ユースの特性のために、Al Hakamの大型発酵糟も当然土壌細菌や炭疽菌の増殖

に使用することができた。イラク人は作業員の安全性を懸念しなかったので、Al Hakamには、部外者にこの施設で

危険な病原菌を扱う作業が行われていることを知らせる特別の隔離装置またはバイオハザード装置が装備されて

いなかった。炭疽菌を扱う作業中、作業員は吸引炭疽菌から自らを適切に防護するために、簡単なガスマスクを

着用した。UNSCOMは 1996年 6月にAl Hakamが完全に破壊されるのを見守った。 
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 次に第二の形態であるが、イラク人はいわゆる口蹄疫ワクチン工場を運営していた。この施設の役員は

UNSCOM の査察官に対して、同施設では砂漠の嵐の前に、年間 200 万回分の口蹄疫ワクチンを製造したと語っ

た。これは明らかに誇張であった。UNSCOM 査察官の推定では、同施設がどうにか製造したワクチン量は多くても

700,000 回分だろうという。しかしながら、この施設は、ステンレススチール製の容器（可動型および非可動型）や発

酵環境を適切に制御できる発酵糟など、デュアル・ユースの 新式の装置を所有していた。転送パイプやバルブ

は一級品であった。冷却水も利用可能であった。脱イオン水の水質も卓越したものであった。1995 年に Hussein 

Kamel が亡命した後、イラクは、口蹄疫ワクチン工場の一部が炭疽菌やボツリヌス毒素を含む戦用生物剤の製造

に実際に使用されたと言明した。この工場部分は 1996 年 6 月に UNSCOM の手で破壊された。以上のように、大

型の生物研究製造装置が小型の戦用生物剤製造装置を遮蔽していたのであり、このことは、イラクが自らそのこと

を明かすまで知られることはなかったのである。 

 第四の秘匿タイプの生物兵器施設には、地下や洞穴またはトンネルに建設された施設も含まれる。問題の施設

が地下にある場合は、その地上部分には、偽装目的で外見上は普通に見える構造物が作られる可能性がある。

湾岸戦争前のイラクにおけるこのタイプの構造物に関する経験から見ると、これらの構造物は市民の居住中心地

から離れた、または隔離されたところに設置され、かつ強固な高い障壁を含む高度な安全対策を施されるのが普

通である。しかし、これらの構造物は隔離されているが故に、建設中に遠隔画像監視によって検知され易い。1991

年の湾岸戦争後、国際原子力機関の査察官によって地下核施設が発見されたが、地下の生物剤施設は見つか

らなかった。 

 タイプ 2 およびタイプ 3 は各々、外部の査察官に固有の問題を呈するだろう。一般的に、第 2 タイプを調べる際

に、査察官は生物分野に関わりがあるといわれる施設において不正な計画またはプロジェクトを見つけ出そうとす

る。おそらく、対象となる施設は BWC の信頼醸成措置に基づいて公表済みであろう。不正活動が発見されるかど

うかは、現場査察による施設の申告内容の検証を含む標準検証手法をいかに適切に適用することができるかに

かかっている。多分、不正活動は、申告書の主張と査察結果との間に差異が出るときに、表面化するだろう。 第三

および第四タイプについては、施設の発見がまず懸念されるところである。 第三タイプの施設はおそらく、亡命者

または密告者によってもたらされる情報、もしくは偶然に、例えば、疑惑施設における異常で不可解な活動が通行
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人によって目撃された情報などの情報活動の結果として発見されるだろう。にもかかわらず、UNSCOMの経験から

いえば、部外者が第二または 第三タイプを発見する可能性は極めて低いだろうと結論づけることができる。 

 第四タイプ施設はおそらく情報活動によって、または偶然に発見されるだろう。情報機関に頼れば、情報そのも

のが不完全であることが多く、その正確な出所も確認しなければならない｡この点を説明すると、生物兵器関連の

秘密地下施設は「砂漠の嵐」前に建設されたと複数のイラク亡命者が主張しているが、彼らのうちの誰もその所在

地を正確に説明できなかった。これまでのところ、生物兵器の秘密施設は UNSCOM または UNMOVIC（国連監

視検証査察委員会）の査察官によって発見されていない。情報機関が秘密施設を探し出すには様々な限界があ

るので、拡散国家が生物戦計画を隠匿するような施設を建設する気になれば、部外者がそれを探し出して確認す

ることは到底できないだろう。 

 UNSCOM がイラクで発見できなかった特殊なタイプの施設は生物兵器実験施設であった。反対に、ソ連がアラ

ル海のボズロジェーニエ島に生物兵器の大規模実験場をもっていたことは、すでに分かっている。増殖室、温室、

屋外実験場といった実験施設を部外者が探し出すのは困難である。なぜなら、そのような施設のもつデュアル・

ユースの特性、即ち、農業、環境、または防衛関係の生物 R&D計画に使用される実験場や温室は、不正に開発

された BW/TW 生物剤およびシステムの実験が行われる施設と同じような外的特徴をもっているからである。生物

兵器の獲得に向けられた拡散政府の意図はこのようにして、農業や防衛目的のために行われる実験に偽装して

新開発の生物剤や兵器の実験を秘匿することができるのである。特に動植物を対象とした生物兵器の実験に使

用される屋外実験場ならば無害である。その代わり、拡散国家は、通常の安全対策や汚染対策を使用して狭い

場所で将来の生物兵器システムの屋外実験を行う可能性があるが、これは事実上、部外者による検知は不可能

である。結局、拡散国家の選択肢は、実験をことごとく先送りするか、あるいはその兵器が既知の悪性病原体や毒

素に基づいて作られたものだからうまく作動すると信じるか、ということであろう。 

 

6.5. 検討項目 

 次に以下の節においては、デュアル・ユース技術および懸念装置について、特に兵器面とその限界に留意しな

がら検討する。 
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6.5.1. バイオハザード封じ込め装置 

 バイオハザード封じ込め装置には、完全な封じ込め施設、個人用防護装置、バイオセイフティ・キャビネットおよ

び類似のアイソレーターが含まれる。 

 

6.5.1.1. Ｐ3またはＰ4（BL3、BL4、L3、L4）レベルの完全封じ込め施設 

 生物学的封じ込め施設については、前記6.4項で検討した。このような施設は多くの政府および大学関係研究所

に存在する。例えば、フロリダ大学脳研究所のBSL-3実験室のレイアウトは、図6-511に示すとおりである。封じ込め

施設は、科学研究所以外に、製薬業界にもある。薬剤およびワクチン製造においても、同じような施設があって、

環境および労働衛生基準を遵守しながら 高級製品の製造を助けている（OTA、1993）。薬剤の製造場所である、

いわゆる「クリーンルーム」は一般的に陽圧状態で運営されており、これによって汚染物質が作業所に侵入するの

を防いでいる。ワクチン製造においては、感染性微生物の培養は負圧状態で行わなければならない場合が多い。

このフローは、BSL-4タイプのエリアを提供するためには、おそらく逆転させられることもある（OTA、1993）。そのよう

な施設を設置するための部品を購入する際に、納入業者の身元を確認することが難しいので、その販売に対する

規制は厳格である10。 

                                            
10 Biocontainment facilities are available for collaborative and contract work (see, for example, the Lovelace Respiratory Research Institute, 

<http://www.lrri.org/kc/bsl3.html>). 
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図6-511  BSL-3平面図。フロリダ大学脳研究所 

 

 

 

 

出典：<http://www.mbi.ufl.edu/facilities/BSLfloorplan.html>. 

準備室 

施設周り 
 

円筒排気装置 
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2.  不透水性仕上げ 

3.  表面実装ライト、導管、アウ
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6.5.1.2. 個人防護装備 

 個人防護装備には、手袋、コート、ガウン、靴カバー、ブーツ、呼吸マスク、遮光保護面、保護めがね、および/ま

たはゴーグルが含まれる。このような装備は、取り扱う生物剤、動物または物質の入ったバイオセイフティキャビネッ

ト（BSC）やその他の装置と組み合わせて使用されることが多い。BSCで作業することができない状況では、個人防

護装備が人間と感染媒体との間の一次障壁として機能する場合もある。その感染媒体の例として、ある種の動物

研究、動物検死、生物剤製造活動、および実験施設の保守、サービスまたはサポートに関わる活動などが挙げら

れる。 

 陽圧式の外気供給型完全防護スーツまたはハーフスーツ（またはフード）、即ち一次障壁として使用される個人

防護装備を規制しているのはオーストラリア・グループだけである。オーストラリア・グループは、自給式呼吸器とと

もに着用するスーツを規制していない。これでは、テロリストが利用しそうな抜け道を教えているようなものである。適

当な呼吸装置付きのこのようなスーツを纏ったテロリストなら、自ら扱うであろうどんな病原体に対しても高レベルの

防護を施されることになるだろう。 

 自給式呼吸器および付属スーツは広く販売されており、直接インターネットで注文、出荷することが可能である。

実際、 近テロに対する懸念が高まってきたため、除染スーツなどの市場が盛んになり、そういった製品も増えて

きた。例えば、S.E.A.グループは、米国および台湾11を含む世界中の販売業者が扱う呼吸装置とスーツを製造して

いる。地域の販売業者から購入する場合、輸出規制はすり抜けられるのである。しかし、米国からの出荷は、国際

武器取引規制（ITAR）、22 CRF 項の適用を受けることになる。輸出許可証の申請を行うには、 終使用者が 終

使用証明書（DSP-83）の原本を、製造者/販売業者あての出荷指図を記載した発注書に添えて提出しなければな

らない｡ 

 スーツの価格範囲は、品質によって$1,000から$100以下までである。呼吸装置も上は$1,000以上から、下は 5百

ドル以下で、コストは実質的に二倍である12。.  

                                            
11 See <http://www.sea.com.au>. 
12 Fore protective clothing sales, see: <www.indlsafety.com>, <www.dawginc.com>, and <www.lanxfabrics.com>. 
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図6-512  SEAスーツと呼吸装置、組合せて着用 

 

 

 

6.5.1.3. クラスⅢバイオセイフティ・キャビネット 

 バイオセイフティ・キャビネット（BSC）は、提供される防護レベルによって、クラスI、IIまたはⅢに分類される。クラスI

キャビネットは極めて基本的なもので、オペレーターの防護はするが、オペレーターが扱っている微生物を対象と

していない。クラスIIキャビネットはオペレーターと微生物の両者を防護する。そしてクラスⅢキャビネットは も危険

な微生物の取扱いを対象として設計されているので、オペレーター、微生物および環境に対して 高の防護を提

供する。 

 クラスⅢBSCまたは類似のアイソレーターは、層流、気流カーテンおよび高性能微粒子（HEPA）フィルター技術を

使って感染性微生物を取り込み、濾過する（図6-513）。以上のように、これらの設計上の特徴によって、キャビネット

内の実験作業を防護し（製品防護）、感染性の微生物が周辺環境に放たれないようにしているのである（人的防

護）。クラスⅢBSCは固定型または可動型とすることができる13。外形寸法は一般的に高さ約4－5フィート、幅4－5

フィート、奥行きが2－3フィートである。殆どの装置の重量は400ポンドから700ポンドである。 

 クラスⅢBSCはEsco Biotech14など多くの企業によって作られている。BSCを一般に販売しているのはメーカーでは

なく、販売業者である。米国では、Esco Biotechの販売業者はAir Science Technologies15である。しかし、輸出規制を避

                                            
13 See, for example, <http://www.purified.com/pdf/portableGB3.pdf>. 

14 See <http://www.escoglobal.com>. 

15 See <http://www.ductless.com>. 
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けるために、世界の50カ国以上に販売業者が活動している。BSCはオンラインで購入し、直接出荷することができ

る。テロリストもオンラインのオークション、例えばLaboratory Equipment Mall16あたりでBSCを買う可能性があるだろう。

登録は必要であるが、身元チェックが行われないからである。中古品の価格は一様に新品よりも安い17。 

                                            
16 See <http://www.labx.com>. 

17 See also Misonix, Inc.: <http://www.misonix.com/Products/index.cfm?fuseaction=viewcategory&cat=37&div=11>; GlobalSpec: 

<http://www.globalspec.com/ProductFinder/QuickSearch?query=biosafety%20cabinet&se=ggka>; Purified MicroEnvironments: 

<http://www.purified.com/bc21.htm>. 
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図 6-513  クラスⅢBSC 

建物の排気システムへの接続が必要。 

 

A. 腕の長さの手袋をキャビネットに取り付ける Oリングつきグローブポート 

B. サッシ 

C. 排気用 HEPAフィルター 

D. 給気用 HEPAフィルター 

E. 両端オートクレーブまたは通過ボックス 

注記：化学物質ダンクタンクを設置することができる。これは、上から入れられるように BSC 作業面の下に置く。キャ

ビネット排気口は建物の排気システムに接続する必要がある。 

 

出典：<http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bsc/fig8.htm>. 

 

大気 

汚染された空気 

正面 側面 
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6.5.2. 微生物乾燥装置 

 微生物乾燥装置には凍結乾燥器と噴霧乾燥器がある。一旦生物剤を乾燥させると、使用する前に粉砕しなけ

ればならない｡以下において、凍結乾燥器、噴霧乾燥器および粉砕機について述べる。 

 

6.5.2.1. 凍結乾燥器 

 Freeze-drying凍結乾燥またはlyophilization凍結乾燥は、真空状態で 初に急速冷凍し、次に脱水を行うものであ

る。これは、生物剤の安定性を向上させるために行われる。したがって、どのような凍結乾燥装置でも、本質的に

デュアル・ユースが可能である。 

凍結乾燥器がもっともよく使用されるところは、製薬産業である。凍結乾燥器は細菌溶液（細菌と砂糖安定化剤を

含有）を僅か数時間で乾燥させることができ、その結果、乾燥固溶体ができる。これを粉砕して、希望の大きさの粒

子とすることができる。生物兵器への応用という観点から見ると、これは、凍結乾燥器と粉砕装置さえあれば、テロリ

ストが肺吸入による感染を引き起こす適切な粒子サイズのエアゾルを作ることができるということ意味する（1―10ミク

ロンのサイズ）。さらに、凍結乾燥処理によって、生物剤の効能が増大されていくのである。生存力も向上するため、

生命体を数か月から数年間も保存することが可能である。テロリストは乾燥生物剤なら旧型の溶体よりもたやすく運

搬できる。しかし凍結乾燥剤は時間の経過に伴って弱体化するので、その効能は1年から5年も経てば、元の力の

1/10から1/100まで低減するのである。 

 凍結乾燥器の操作は簡単ではないが、特別に難しいわけでもなく、使用説明書もオンラインで入手可能である18。

新品および中古品の凍結乾燥器を様々な販売業者からオンラインで購入することができる。新品を購入すれば、

数千ドルかかるのが普通である。中古品は新品よりも安く、また広く出回っている。例えば、American Lyophilizer, Inc.

はウェブサイトで中古の凍結乾燥器を15台売り出している（図6-521）19。.  

 

6.5.2.2. 噴霧乾燥器 

                                            
18 See, for example, “Lyophilizer Standard Operating Procedure,” <http://ehs.ucsc.edu/Lab_Research_Safety/Pubs/Facts/lyosop.doc>. 

19 <http://www.freezedrying.com>. 
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 噴霧乾燥は、液体を噴霧状の粒子に変えて、その粒子を熱風と混合させる。粒子状の湿気が蒸発すると、乾燥

粒子が形成される。この手法は、コーヒーや茶からセラミック、化学物質、薬剤を作るのに利用される。 

 噴霧乾燥器は、化学、製薬および食品乳製品産業で広く使用されており、インターネット上で多くのメーカーや

販売業者から購入することができる。大きさの範囲は、大量生産規模（図6-522a）のものから小型サイズ（図6-522b）

にまで及んでいる。 

 個別の噴霧乾燥器は、噴霧装置（液体を極小噴霧状に変える装置）、空気散布装置、乾燥室および吸排気調

節システムで構成される。これによって、特定の粒子形状、粒子サイズ分布、残留湿気またはかさ密度をもつ乾燥

物質が作られる。凍結乾燥器の場合のように、この種の装置を用いるテロリストは非常に効率的で効果的な、そし

て保存可能で運搬しやすい乾燥物質を作り出すことができるだろう。しかし噴霧乾燥器は高価であり、うまく使用す

るには高度な専門知識が必要である。 

 

6.5.2.3. 粉砕装置 

 生物剤を乾燥させると、それを散布する前に粉砕して微細粒子にしなければならない。粉砕された生物剤はエ

アゾル特性が向上し、生命力も強化されている。粉砕処理中に相当の組織体が失われる可能性はあるが、向上し

たエアゾル特性は通常その損失を補うほどの価値がある。 

 生物剤を粉砕するには複数の方法が用いられる。その方法は処理される組織体によって異なる。 も一般的な

のは、ボールミルによる粉砕法である。ボールミルは3つの部品で構成される。（1）スタンド付きドライブユニット、（2）

生物剤を入れる回転ドラム（「ボールミルジャー」）、（3）重量ボール（図6-523）。ボールはステンレススチールで作る

ことができる。ステンレススチールは、粉砕力に優れ、より大きな粒子またはフリントを作るのに用いられる。フリント

は微細粉砕や完全散布が必要なときに使用される。その他の粉砕装置には、ローラー粉砕機、回転ブレンダー、

コロイドミルがある。大きさはベンチサイズから研究所規模以上まであり、その中にはパイロット規模および製造規

模の粉砕機も含まれる。 
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粉砕装置は広い範囲から購入可能である20。価格は、サイズ、品質、出力によって様々であり、$1,000から$60,000に

まで及んでいる21。粉砕機は、安く出回っている部品を使って 低限の技術で作ることも可能であるが、そういった

機械の場合は、産出粒子が均一でない22。.  

 粉砕装置は、オーストラリア・グループやワッセナー・アレンジメントによる規制を受けない。テロリストが戦用生物

剤の獲得、培養、および乾燥に成功した場合、次に粉砕機を入手して効果的なエアゾル散布のための乾燥製剤

処理を行う必要がある。したがって、粉砕装置に対する輸出規制が行われないと、テロリストの生物兵器取得を阻

止しようとする対策の網に大きな綻びが生じることになる。 

 

 

 
 

 

図6-521。<http://www.freezedrying.com/freezedryers.htmで売りに出された中古の凍結乾燥器Hull Model 8 FXS 12C、可

動油圧式密栓システムによる四（4）つの有効製品棚、八（8）平方フィートの有効棚面積、棚間スペース4.5インチ。

温度範囲、棚：-55から50℃まで。外部復水器：-70℃、氷容量12リットル。この装置はｃGMP用途において蒸気消毒

（ASME規格）が可能である。接液面の作りは研磨ステンレススチールである。計測はすべて自動操作である。 

 

                                            
20 For more information on suppliers of millers, see: Foster Wheeler ball mill pulverizers: http://www.fwc.com/pow_services/parts/ballmills/>; 

GlenMills dry milling and comminution equipment: http://www.glenmills.com/product_showcase/index-dry.shtml>. 

21 See, for example, Gilson Company, Inc., <http://www.globalgilson.com/>. 

22 See, for example, <http://www.unitednuclear.com/ballmill.htm>. 
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図6-522a  大型噴霧乾燥器システムの例 

開放サイクル 

 

 

 

 

 

 

開放サイクル 

排気口から大気までの貫流通気を特徴とする。 

工業用噴霧乾燥器の大部分は水性供給原料を扱うので、

このシステムを使っている。直接および間接の両空気加熱

方式とも使用可能である。排気清浄は、サイクロン、袋フィ

ルター、静電沈殿装置および洗浄機を組み合わせて、大

気放出前に行われる。 

Closed Cycle  

 

 

 

 

 

 

不活性ガスによる乾燥を特徴とするもので、乾燥器内で窒

素がリサイクルする。このシステムは、有機溶剤を含む供給

材料の噴霧乾燥に使用するか、または製品が乾燥中に酸

素に触れてはならない場合に使用しなければならない｡閉

鎖サイクル装置はガス粉末気密性をもち、 も厳しい安全

基準に合わせて設計されている。可燃性の溶剤蒸気は完

全液化され、液体で回収される。 

 半開放サイクル 

 

 

 

 

 

 

これは、部分的リサイクル・モード（効果的な排熱利用のた

め、乾燥器への吸気として排気の 60％までをリサイクル）ま

たは自己不活性化モードのいずれかを使用する。後者の

場合、直接空気加熱と 低限の抽気によって、爆薬混合

気を形成する水性供給原料を乾燥させるために必要な低

酸素触媒を生成する。乾燥中に臭気が発生した場合は、

システムから取り入れた少量の空気を効果的かつ経済的

に燃焼することができる。 

無菌処理 

 

 

 

 

 

 

無菌供給噴霧および空気浄化システムを特徴とする。これ

らの乾燥器は、いかなる形の粉塵汚染も避けなければなら

ない場合に使用される。乾燥器は特別の仕上げ基準に

沿って製造され、軽度の陽圧下で使用される。完全自動

浄化殺菌システムもある。装置のレイアウトは層流パッキン

グルームと一体化される。 

出典：<http://www.niroinc.com/html/niro.html>. 
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図 6-522b  小型噴霧乾燥器システムの例 

 

従来型 2段式噴霧乾燥器 
 
乾燥室から排出された粉末は振動流動床、Vibro-Fluidizer でさ

らに乾燥させることができる。この 2段式乾燥法では、全体的に

より効率的な加熱経済性が得られるので、多くの食品および乳

製品に適している。脂肪抜き物質の非凝集粉を乾燥する場合

は、流層の代わりに空気搬送システムを使うことができる。 

 

 

 

 

噴霧乾燥器のレイアウトは回転噴霧装置または噴霧

ノズル式噴霧装置を特徴とする。 

コンパクト噴霧器 
回転噴霧装置または噴霧ノズル式噴霧装置によって噴霧状態

が形成される。乾燥室内に流層を置くことによって比較的低温

レベルでも乾燥することができ、粉末処理のためのより高い熱

効率とより強い冷却条件を生む。この装置には、多量の粉末用

の空気搬送システムや凝集粉用の外部振動流動床を装備す

ることができる。 

 

 

 

 

 

一体型流動床を備えたコンパクト噴霧乾燥器 

出典： <http://www.niroinc.com/html/niro.html>.23 

 

 

 

 

 

図 6-523  5kgボールミル 

 

                                            
23 Other suppliers are FTS Systems: <http://www.ftssystems.com/freezedryers.htm>; Niro, Inc. Freeze Drying: 

<http://www.niroinc.com/html/chemical/cpdfs/freeze_drying.pdf>; Niro, Inc. Spray Drying: 

<http://www.niroinc.com/html/chemical/cpdfs/480-gbspraydrying.pdf>. 
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6.5.3. 研究所用エアゾル装置 

 生物探知器システム、薬剤および呼吸装置の試験には、特殊エアゾル試験室が使用される（図 6-53a）。この試

験室はおそらく、生物学的エアゾルの作用や、生物ペイロードをもつ弾薬の爆発を研究するためにも使用される

可能性がある。国家レベルの生物兵器計画では、テロリストよりもそのような試験室を獲得または使用する可能性

が高い。例えば、旧ソ連の生物戦計画施設である全連邦応用微生物学研究所（オボレンスク）には次の両タイプ

の試験室があった。一つは、一辺がおよそ 50 フィートの鋼鉄製立方体で、その中には、動物が床に固定され、天

井から散布される生物兵器エアゾルに曝されていた。もう一つは爆発試験室で、中では生物弾薬の爆発が行わ

れた（Barry、1993）。 

 施設の中にエアゾルまたは吸入室があれば、訪問者の目につくだろう。BWC 信頼醸成措置のもとでは、この種

の試験室は年間申告で報告されるはずである。施設に未報告の試験室があれば、極めて強い疑惑を生むことに

なるだろう。試験室の拡散はオーストラリア・グループによって厳しく監視されてはいるが、Loren Dataなどのオンライ

ン商用サイトを通して$30,000から$50,000で購入することができる（図 6-53b）。24 

 

 

図6-53b。カナダ軍研究開発施設サフィール

ド支所におけるエアゾル試験室。主試験室

には容積45立方メートルのエアゾルを収容

する。コントロールセンターおよび操作室が

付設される。 

 

 

出典：<http://www.suffield.drdc-rddc.gc.ca/Facilities/CB/DFS99001/index_e.html>. 

 

 

                                            
24 <http://www.ld.com/>. 
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6.5.4. 発酵装置 

 次の 2 種類の発酵装置がデュアル・ユース懸念の対象となっている。（1）回分式および連続式培養発酵糟を含

む発酵糟 / バイオリアクター、および（2）マイクロリアクター。 

 

6.5.4.1. 発酵糟とバイオリアクター 

 「発酵糟 fermenters」および「バイオリアクターbioreactor」という用語は本質的に同じ意味をもっている。両者とも、薬

剤、ワクチン、酵素、肥料、ビールおよびその他の生物製剤の製造において用いられる。発酵糟はデュアル・ユー

スである。なぜなら、万一テロリストが病原菌の「種培養」（微少な凍結乾燥サンプル）を手に入れた場合、発酵糟を

使用して（通常それが抗生物質や酵素の製造に使われるものであろうと）この病原菌を大量に兵器目的で散布す

る可能性があるからである。毒素発生細菌に毒素を発生させるには発酵糟で培養する必要があるので、発酵糟は

毒素製造にも使用される恐れがある。しかし、発酵糟を使用してウイルス剤やリケッチアを培養することはできない

（後述の 6.5.9.項の孵卵器に関する説明を参照）。 

 発酵には、回分式および連続式培養という二つの手法がある。回分発酵では、ある量の細菌について多段増殖

が行われる。種培養と増殖媒体を発酵糟内に置くと、細菌が増殖する。次に、細菌と増殖媒体を移動させると、細

菌は媒体から分離する（後述の 6.5.6.を参照）。この工程は充分な細菌ができるまで繰り返される。 

 連続培養では、 初の工程は上記と同じである。即ち、種培養と増殖媒体を発酵糟（「恒成分培養槽」ともいう）

に置いて、細菌を増殖させる。しかし、細菌は連続的に分離し、増殖に伴って媒体から除去されると同時に、同じ

量の新しい培養媒体に移されてさらに増殖を続ける。連続培養によって、培養量当たり回分発酵のおよそ 10倍の

製剤がはるかに短い時間で産出される（OTA、1993）。しかし、連続培養においては、オペレーター側のより高度な

技量が要求され、しかも微生物の勢力が衰える可能性もある。連続培養発酵糟は価格も高い。即ち、2 リットルの

回分発酵糟の価格は約$1,400であるが、2リットル連続発酵糟は現在公開市場で約$5,500で購入することができる

（Zilinskas and Carus、2002）。 

 連続培養を行うためには多額の費用と高度な技量が必要となるので、テロリストは回分発酵へ走る可能性が高

い。この方式でもやはり相当の製造能力をもっている。僅か 4日もあれば、適当な媒体と温度で種培養を増殖させ
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て何キログラムもの細菌を作り出すことができるのである（図 6-541）（Erlick、1989）。しかし実際には、テロリストが充分

な生物製剤を作って生物兵器による攻撃を成功させるためには、発酵糟など使用する必要はまったくない。それ

は、適切なノウハウと数個の三角フラスコがあれば、可能なのである。 

 発酵糟の大きさの範囲は、第二次世界大戦時の生物兵器製造に見られた巨大タンクから前述の小型 2 リットル

発酵糟までである。後述するマイクロリアクターはそれよりさらに小さい。現在プラスチック製の発酵糟が以前のステ

ンレススチール製の発酵糟よりもかなり安価に手に入る。容量 6 ガロン用で$100－$200 のものから 30 ガロン以上

用の$500 のものまである25。同程度のステンレススチール製の価格は平均で 150 パーセント高い。炭素鋼やガラス

製の発酵糟もオンラインで広くでまわっている。新品および中古品とも入手可能である26。 

 あらゆるタイプとサイズの発酵糟の市場範囲が国際的になっているため、輸出規制の効果が低下している。例え

ば、生物兵器の拡散懸念国でもあり、さらに核開発をますます公然と宣言するようになった北朝鮮の機関なら、発

酵糟を ESEL TechTra, Inc.などの地域販売業者から大した苦もなく購入することができるだろう。27 

 

6.5.4.2 マイクロリアクター 

 マイクロリアクターは生物剤合成で使用される小型反応システムである（図 6-542）。「マイクロ加工 microfabrication」

として知られるこの種の合成はエレクトロニクス産業において華々しい進展を煽り、生物学的研究と薬剤発見に急

速な変革をもたらしている。据置型計測器と組み合わされたマイクロリアクターは極めて小型で、ヒュームフード・ス

ペースや経費が少なくて済み、廃棄物が少なく、安全性も高い。通常のリアクターより生産性も優れている。また、

マイクロリアクターの場合は、研究開発の規模をかなりの生産まで極めて速やかにスケールアップすることができる。

したがって、このようなシステムがテロリストたちの手に渡ると、彼らは大量の細菌を安く安全に狭いスペースで製造

                                            
25 See, for example, <http://www.brew4less.com/cgi-bin/cart.pl?DT=59>. 

26 See, for example, Ayton Equipment Limited, <http://www.ayton.com/equipment.php?mod=1&id_groupe=117>. 

27 <http://www.labkorea.com/products/fermenter/fermenter.html>. 
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する独自の能力を獲得することになる。さらに、こういった製造能力はより大きな計画へと容易に適用させることが

できるのである28。 

                                            
28 Two purveyors of microreactors are B. Braun Biotech International: 

<http://www.bbraunbiotech.com/cgibin/produktdb/produktshow.pl?familie=1>; Scigenics (India): <http://www.scigenics.com/ferment.htm>. 
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図6-541  発酵工程 

 

 

 

 

 
 

図  発酵による生物剤 製造 

凍結乾燥 

増殖容器 

増殖容器 

アウトプ ト 

毒素、生体組織、など 終処理 

 Matt Losey 

マルチチャンネル ガス-液体-

Tamara Floyd  液相マイクロリアクター 

図7  マイクロリアクターの例。左 － マイクロ加工担体による多相システム。右 － 光学系を内蔵した液相ミキサー 
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図 6-542。出所：MIT － 微量化学システム技術センター

<http://jensengroup.mit.edu/new_students/Jensen_CMSE_Report_03.pdf>. 

 

6.5.5. 散布装置 

 2002 年 CISTEC レポートにあるように、標的とする集団に高い死傷率を出すことを狙うテロリストたちは、噴霧器ま

たは噴霧装置によるエアゾル攻撃に頼るに違いない。同レポートでは、生物兵器用に設計された噴霧器または噴

霧装置について簡単に述べている。ここではこの議論をさらに発展させてみたい。特に懸念されるデュアル・ユー

スの散布装置について説明しながら議論を進める。 

 噴霧器は極めて簡単なシステムである。例えば、ABC 消火器29のような装置が道具屋あたりでは数多く市販され

ているが、こういった消火器を使用して乾燥物を局部的に散布することができる。また農業用の乾燥・湿潤化学物

質やペンキを散布するための様々なタイプの噴霧器も市販されている。農業用の噴霧装置は、10 ミクロンから 300

ミクロンといったサイズの粒子を含むエアゾルを作り出す（図 6-55a を参照）。セキュリティ関係の専門家はかなり以

前から、市販の噴霧器や噴霧装置が米国の居住中心部に向けた生化学製剤の散布に転用されるのではないか

と心配していたのであるが、この問題は、2001年 9月 11日のテロ攻撃に関わったテロリストの中に、以前飛行場を

訪れて農業散布用航空機のレンタルについて質問した者がいたことが分かってから、深刻に懸念されるようになっ

た。そこで問題は、果たしてテロリストたちは戦用生物剤の乾燥・湿潤製剤を散布するのに、広く道具屋で売られて

いる噴霧器を使う可能性があるか、ということである。この問題に答えるに、これらのシステムを精査してみる必要が

ある。 

 農業で使用される、あるいは塗装業者が使用している通常タイプの噴霧器または噴霧装置（fogger）の主な構成

部品は、ホッパータンク（噴霧するバルク材を保持する）、圧縮空気源、バルク材が圧縮空気によって搬送される供

                                            
29 In the US, fires are classed by the letters A, B, C, D, and K. Type A fire involves ordinary combustibles (wood, paper, cloth, and trash, Type B 

are flammable liquids and gases (gasoline, oils, paint lacquer, and tar), Type C are fires involving live electrical equipment, Type D are 

combustible metals or metal alloys, and Type K are fires in cooking appliances involving combustible cooking media (vegetable or animal oils 

and fats). Therefore, and ABC fire extinguisher is one that is designed to fight A, B, and C type fires. They are typically filled with a specially 

fluidized and siliconized mono ammonium phosphate dry chemical. 
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給ライン、およびバルク材が噴射されるノズルである。噴霧器はホッパータンク内の製剤を粉砕し、ノズルから圧力

で噴出させることによって散布する。安価なシステムのノズルは製剤を不均一に粉砕するので、その結果、出てく

るエアゾルは様々な大きさの粒子によって構成される（Micron、2004）。この方法で作られるエアゾル粒子の中には、

生物兵器用として使用可能なサイズのものもあるが（1ミクロンから 10ミクロン）、殆どは使用不可能なサイズである。

非常に大きなエアゾル粒子と非常に小さなエアゾル粒子は使用できない。大きな噴霧飛沫は急速に地面に落下

するので、吸引されない。また小さな噴霧飛沫は隣接地域または大気中に広く散逸するので、標的とする集団に

影響を及ぼすことなく希薄化されてしまうだろう。 

 噴霧装置を戦用生物剤の湿潤物の散布用に転用するには、2 つの問題を克服しなければならない｡第一に、シ

ステムが 10 ミクロン以下の大きさの粒子で構成されるエアゾルを発生できるようにするには、小さな噴口をもつ特

別のノズルを噴霧システムに装備することが必要である。ノズル噴口の大きさは直径 0.01 インチから 0.001 インチと

しなければならない。これらの小口径から湿潤製剤を噴出するには、高圧を加える必要がある。0.01 インチの噴口

ならば、平方インチ当たり 40ポンド（psi）、0.001インチ口径については、約 1,000psiの圧力が必要である（PatrickⅢ、

1996）。小口径の噴口および高圧供給ラインを加工するには、一流の機械工場と経験豊かな技術者を必要とする。

ノズルサイズの問題の他に、噴霧システムを効率化するには、1 分間当たり少なくとも 500 ミリリットルの湿潤製剤を

処理する能力がなければならない。道具屋で入手できるような、空気圧縮を手動ポンプや小型モーターに頼る可

動型噴霧装置では、この作業にはパワー不足である。その代わり、この目的のためには、強力なガスエンジンで作

動する噴霧システムが必要であろう。繰り返すが、これは、経験豊かな技術者の助力を必要とするエンジニアリン

グの問題なのである。 

 第二に、戦用生物剤の散布に適した噴霧装置を作ったとしても、製剤には蛋白質が含まれているので、噴口に

堆積する結果、詰まらせる傾向がある。この問題を解決するには、戦用生物剤の処方に関する特別の知識を有す

る専門家の助力を得て、ノズルの目詰まりを起こさせない溶液に生物剤を滞留させるようにする必要がある。1969

年以前の米国の攻撃的生物戦計画が証明していたように、製法開発は科学というよりも技術であり、したがって、

開発者は多くの時間と空間を使って製法を試すあらゆる実験を行うことが必要なのである。 
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 農業用でありながら、さらに広い用途をもつ新世代の散布装置には、液滴制御法（controlled droplet application 

(CDA)）という技術が使われている。この手法は、Micron という英国の企業によって初めて開発されたものである

（Micron、2004 年）。CDA システムの中心は、回転盤ロータリー噴霧装置をもつチェンバーである。チェンバー内に

導かれた溶液はこのロータリー噴霧装置によって均一に分散される。次に、目標エリアにエアゾルを吹き付けるた

めには、ファンが使用される。40 ミクロンから 300 ミクロンの間ならどのような大きさでも、均一のサイズの粒子を作り

出すようにプログラムすることが可能である。Micron 社の散布装置の価格はおよそ$1,200 で世界中で自由に販売

されている。おそらくイラク政府は 1989年から 1990年の間に Micron社のシステムを 400台購入し、バグダッド近郊

の空港に保存していたと思われる。この空港は主に、近隣の畑に農薬を散布するヘリコプター用として使用された

ものだが、Micron 社のシステム 400 台は、局地的な需要としては多すぎる台数であった。しかし UNSCOM の査察

官は Micron 社のシステムを装備するために改造されたヘリコプターも、ヘリコプターで使用できるよう改造された

Micron 社のシステムも発見できなかった。したがって、これらのシステムを購入した 終的な意図についての疑問

は解明されないままである。 

 適切に改造された散布装置の中には、病原体または毒素を含む乾燥または湿潤製剤のエアゾル散布に適して

いるものもあり、バイオテロリストたちもその装置を好むと思われるが、確かなことは分からない。現在分かっている

限りでは、戦用生物剤の乾燥または湿潤製剤の散布について、市販の噴霧システムの効果を試験した研究はま

だない。さらに、グループまたは単独のテロリストが生物剤攻撃を行うことのできる手段として、どのような装置や技

術が入手可能かについては、殆どまたはまったく研究されていない。市販の噴霧システムがテロリストにとってどの

程度有用かということについては、殆ど知られていないので、適当な技術グループが然るべき研究を行って、どの

ような市販の装置がテロリストによる生物材攻撃の実行に役立つか、ということを確認する価値が大いにあるだろう。 
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図 6-55a 農業用として 適の液滴サイズ（Micron、2004） 
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図 6-55b。Microair AU8000 噴霧器（Micron、2004）。AU8000 噴霧器は、ナップザック形の高性能噴霧器で、農業用

航空機用として Microair社が初めて開発したロータリー噴霧技術を使用している。ナップザックには 14リットルの化

学剤タンクと高性能送風機を作動させる 2 ストロークエンジンが内蔵されている。送風機から AU8000 のスプレー

ヘッドまでは、柔軟な空気ダクトで接続されている。この装置には、送風機からの空気流で調整可能なファンブ

レードによって駆動されるロータリー噴霧器が装着されている。この噴霧器には、回転式微粒化によって正確に制

御されたサイズの噴霧液滴を作り出す円筒金網が装着されている。液滴は空気流によって噴霧器から無事に運

ばれ、確実に目標物に完全浸透する。この噴霧器のノズルは 20 ミクロンから 300 ミクロンの大きさの粒子を作り出

すように調節することができる。 

 

6.5.6. 分離装置 

 生物剤が発酵糟で製造されると、武器中に詰め込む前に分離処理する必要がある。この処理を行うために使用

される制御装置には、遠心分離機とクロス（接線）フロー濾過装置が含まれる。 

遠心分離機は、様々な質量の液滴（液体の場合）または粒子（固体の場合）を互いに分離させるために使用され

る容器である（図6-56a）。分離器が高速で回転すると遠心力が生まれ、この遠心力によって液滴/粒子は容器壁に

押し付けられる。大きな質量をもつ液滴/粒子が 初に分離され、小さい質量のものは時間がかかる。これらの液

滴/粒子は容器壁を伝って落下し装置基部にある集滴室に入る。この方法によって、生物体量を増殖もとの培養

媒体から効果的に分離することができる。 
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 クロスフロー濾過も本質的には同じ目的を果たすが、その方法は異なる。クロスフロー濾過を行うには、逆浸透、

ナノ濾過、限外濾過、精密濾過などの様々な技法を使うことができる（図6-56b）。どの技法を用いるかは、分離され

る粒子サイズによる。もちろん、精密濾過は発酵後の生物体量分離に適用される技法である。精密濾過処理は、

0.05ミクロンから10ミクロンまでの大きさの粒子を、低圧クロスフロー膜を使って分離する方法である。膜はらせん状、

セラミック、ステンレススチール、チューブ状、または中空繊維とすることができる。 

 遠心分離機およびクロスフロー濾過システムのメーカーと販売業者はインターネットで見つけて、連絡を取ること

が可能である。例えば、化学および関連業界専門家用の総合名簿検索エンジン会社である ChemIndustry.com30と、

遠心分離機メーカーの検索会社である Industrial Quick Search, Inc. 31の両社は、売却用分離装置の大量リストをもっ

ている。さらに、Thomas Register Directoryは公開市場で遠心分離機を売却しようとする 85社を掲載している32。 

 

                                            
30 <http://www.chemindustry.com/popular/C/cross-flow_filtration.asp>. 

31 <http://www.centrifuges.bz/>. 

32 <http://www.thomasregisterdirectory.com/centrifuges/centrifugal_separators_0047461_1.html>. 
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図 6-56a 遠心分離機。 

 

 

Source:<http://www.kaeser.com/Products_and_Solutions/Air_treat
ment/Centrifugal_separators/default.asp>. 
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図 5-656b クロスフロー濾過スペクトル 

 

 
出典： <http://www.geafiltration.com/html/technology/cross_flow_filtration.html>. 
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6.5.7. 発酵糟およびバイオリアクター用コンピューター制御装置 

 過去20年以上にわたって、コンピューター産業およびバイオテクノロジー産業における急速な発展によって発酵

装置が改善された。今や装置は手ごろな価格で、広く入手可能となっている。これらの装置は、リアルタイムで作

動するマイクロプロセッサーによるセンサー技術を採用することによって、 適の増殖条件を維持することができる。

センサーによって、温度、pH、酸素濃度、混合比率といった、 適増殖にとって重要なパラメーターを計測すること

ができる。このような情報にもとづいて、コンピューター制御による調節が直ちに行われ、製剤の産出と品質の 適

化が実現される。この技術によって、一定の生物剤の製造に必要な労働力が軽減されるので、製造を容易に隠匿

することができる（OTA、1993）。これらのコンピューター制御装置の様々な操作方法については、図6-57にその概

略を示す。 

 殆どの場合、コンピューター制御装置は、発酵糟と組み合わされ、システムがすでにメーカーによってセットアッ

プされ、かつ様々な構成部品も装着された状態で販売されている。したがって裕福なテロリストグループなら、すで

に組合せ済みの装置を購入する可能性もある。こういった装置は、前述の発酵糟の項で述べた場所と同じところ

で、公開市場に出回っているのである。例えば、Broadley-James CorporationはBionetバイオリアクター・コントロールシ

ステム33を販売しているが、このシステムには、1台から20台のバイオリアクター、タッチスクリーン監視と発酵処理の

調節を行うコンピューター制御ユーティリティタワー、および制御装置が含まれている34。 

 コンピューター制御装置は単独で購入することもできる。その場合は、コンピューター制御による発酵システムは

仕様に合わせて構築することができる。このため、コンピューター制御装置そのものは輸出規制を受けることになる。

しかし、そのようなシステムを構築するには、特別の技術力を必要とするので、この時点ではテロリストの能力の限

界を超えていると考えられる。 

                                            
33 <http://www.broadleyjames.com/bionet-overview.html>. 

34 For other distributors of computer control units, see also: Appropriate Technical Resources, Inc.: 

<http://www.atrbiotech.com/pdfs/sixfors2.pdf>; Institute for Biological Instrumentation of the Russian Academy of Sciences: 

<http://www.tekniscience.com/newbrunswick/bioflo_5000.html>;  

TekniScience, Inc.: <http://www.tekniscience.com/newbrunswick/bioflo_5000.html>. 
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図6-57  いろいろなコンピューター制御システム 

 

リモート・コントロールシステム 複数発酵糟の制御システム 
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インターネットによりリアルタイムで遠隔監視が可能。これ

を行うには、リモート・コントロールによるウェブカメラを使

用する。 

ステップ 1. 発酵糟が PCからサンプリング信号を受ける。 
ステップ 2. サンプリング処理が開始される。 
ステップ 3. 生体量が計測、分析され、データが発酵糟へも

どされる。 
ステップ 4. 発酵糟がデータを PCへ送信する。 
ステップ 5. PCはこのデータをオペラーターの作った式に適

用し、蠕動ポンプ機構を始動させるべく信号を発酵糟に送

信する。 
ステップ 6. ポンプ機構が始動する。 
ステップ 7. 生体量がサンプラーヘ送り込まれる。 

 

原案：LabKorea, <http://www.labkorea.com/products/fermenter/sys-diagram.htm>. 
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6.5.8. 核酸シンセサイザーとペプチド・シンセサイザー 

 次に核酸シンセサイザーとペプチド・シンセサイザーについて考察する。 

 

6.5.8.1. 核酸シンセサイザー 

 デュアル・ユースの懸念装置のリストには、それがオーストラリア・グループのリストであれ、UNSCOM のリストであ

れ、必ず核酸シンセサイザーが載っているであろう（図 6-581）。核酸シンセサイザーという用語は、ヌクレオチド塩

基の目標配列をもつ短い人工ポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドを自動的に作る機械と定義することができ

る。「核酸シンセサイザーnucluic acid synthesizer」、「DNA シンセサイザーDNA synthesizer」、「遺伝子機械 gene 

machine」という用語は同義語である。便宜上、これからは、DNAシンセサイザーを用いることにする。DNAシンセサ

イザーを考える前に、まずこのような用語の出現の歴史を知ることが重要である。 

 1973 年に初めて紹介された遺伝子工学の時代が始まる前は、バイオテクノロジーの分野の研究で成功するには、

蛋白質を研究しなければならなかった。蛋白質の研究では、所定の蛋白質の基礎成分であるアミノ酸についての

正確な配列を発見することが も重要であった。これは蛋白質の「配列を決定すること」として有名であった。蛋白

質の配列を決定することは、極度に過酷な、しかも時間のかかる仕事であった。それは、サンプルを細分化し、溶

解緩衝剤を調合し、遠心分離機にかけ、培養し、洗浄し、再懸濁するなど、一つ一つが緻密でかつ時間のかかる

仕事の際限ない繰り返しを伴っていた。この仕事は何度も繰り返し行う必要があったため、長く続けられる研究者も

殆どいないという、退屈で緩慢な仕事であった。したがって、まもなく、この単調な仕事の殆どを代わってやってくれ

るプロテイン配列解析機が必要であることが分かった。 

 事実、プロテイン配列解析装置は 1967年にスエーデンの化学者Pehr Edmanによって発明されていたが、この機

械は、研究者が自ら興味をもつ特定の高濃度蛋白質分子サンプルをすでにもっている場合にのみ役立った。し

かし、生物学者が興味を抱く殆どの蛋白質は非常に低い濃度で存在するので、Edman の装置は役立たなかった。

これよりはるかに優秀な機械が求められたのである。 
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 1970 年代に、カリフォルニア技術研究所の Leroy Hood とその研究員たちがいわゆる「気相プロテインシーケン

サー」を開発した。この装置は、サンプルの蛋白質分子を分離させ、アミノ酸の各要素を確認して完全線形連続を

解明するというものであった。この装置によって、Hoodグループは、それまでよりも 100倍少ない材料を使って蛋白

質の配列決定を行うことができた。これによってはじめて、多くの重要蛋白質の化学構造を発見したが、中にはそ

の後、インターフェロン、インスリン、成長ホルモン、コロニー刺激因子、エリスロポエチンを含む主要バイオテクノロ

ジー製剤となるものもあった。 

 Hoodグループは、プロテインシーケンサーを開発しながら、それによって蛋白質の成分構成を知ることができるこ

とを悟ったばかりでなく、その逆をすることも可能であることを理解するようになった。即ち、蛋白質を作る配列で複

数のアミノ酸を適切に配置することができた。したがって、その後これこそが、 終的にプロテイン シンセサイザー

に発展して行くアイデアとなったのである。さらに、それがアミノ酸にできたのならば、DNA でも可能なはずである。

このことを念頭に置いて、Hood グループは 1977年までに気相プロテインシーケンサーを完成させると、次は DNA

シーケンサー、DNA シンセサイザー、およびプロテインシンセサイザーの開発を計画していた。1982 年までに、

Hoodグループはこの 3件をすべて作り上げた。 

 Hood は自作の機械を販売するために、1982 年、サンフランシスコの南にあるフォスター市に Applied Biosystems 

Inc.を設立した。1983年、Applied Biosystemsは Perkin-Elmerと合併した。1984年、Hoodグループは自動ペプチド・シ

ンセサイザーおよび自動 DNA シンセサイザーを作った。これらの技術は、ポリメラーゼ連鎖反応（PCM）法の急速

な普及に貢献した。初めての市販用機械、373 型 DNA シーケンサーは 1986 年に導入され、＄110,000 で販売さ

れた（Carlson、2003 年による）。トップクラスのシーケンサーの価格は現在＄10,000 である。同社は現在、25 種類以

上の生物学関係の計測システムを製造、販売し、サポートを行っている。これらの機械は、犯罪事件における

DNA 指紋からヒトゲノムプロジェクトの大量 DNA 配列に至るまであらゆることに使用されている。同社はこれまで

3,000台の DNAシーケンサーを世界中に販売してきた。Hood の機械で、これまで販売に成功したもう一つのモデ

ルは、DNAを注文に応じて作り出す 394型 DNAシンセサイザーである。ヒトゲノムプロジェクトが予想以上に急速

に進展したことは、Hood のシンセサイザーとシーケンサーによるところが大であった。2001 年に 2 つの研究チーム



 

 － 74 － 

がヒトゲノムの全配列の作業草案を発表した（2001 年国際ヒトゲノム配列決定コンソーシウム、Venter その他、2001）。

（Hood博士の業績に対しては、稲盛財団から 2001年先端技術部門京都賞が同博士に与えられた）。 

 ヒトゲノムプロジェクトと他のすべてのゲノムプロジェクトの到来に伴って、特注の合成オリゴヌクレオチド（これは

100 以下の塩基の DNA 分子が不足している）に対する需要が急増している。現代分子生物学における殆どの技

法は、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、DNA 配列決定、特定部位の突然変異誘発、単一ヌクレオチド多形態（SNP）

分析を含む合成オリゴヌクレオチドを採用している。分子生物学に使用される他の試薬と違って、オリゴヌクレオチ

ドは保存品目として一般的に入手できるわけではないが、個々のユーザーの仕様に合わせて特注製造される。10

年ほど前、特注のオリゴヌクレオチドを作るには、ベース当たり約$5.00かかり、作業を完了するのに 1週間を要した。

その後価格は大幅に下落し、今では特注のオリゴヌクレオチドは 24 時間以内で完成し、価格もベース当たり約

$0.5 となっている。このような進展は、効率的な DNA シンセサイザーの開発によって可能になったのである。この

シンセサイザーの大きさは電子レンジと同じくらいで、研究用テーブルにぴったり納まる（図 6-581）。 

 以下は、オリゴヌクレオチドが市販の DNA シンセサイザーでどのようにして作られるかということについて簡単に

まとめたものである。DNA シンセサイザーの作動状況について詳しく知りたい読者は、「Integrated DNA 

Technologies」のサイト35にアクセスされたい。レポート用については、オリゴヌクレオチドの製造工程に関する簡単な

説明書を提供する。 

 すべての DNAシンセサイザーは一連の反応を使って、DNA連鎖 1塩基を構築する。4種のヌクレオチド塩基、

アデニン、グアニン、シトシンおよびチミンが、反応糟へのコンピューター制御バルブを通って機械に導入される。

各反応は 4 つのステップで構成され、化学者は各回追加されるのは 1 塩基だけであることを確認する必要がある。

従って、50 塩基のオリゴヌクレオチドを構築するには、200 の反応ステップが必要である。現在のシンセサイザーは

事実上 99％以上の効率をもっているとはいえ、各ステップが 100％の効率を出せるわけではないので、塩基数が

増えれば、反応の全効率はそれだけ低下する。したがって、100 塩基以上で構成されるオリゴヌクレオチドを作るこ

とは、現在の技術では非常に難しい。殆どの DNAシンセサイザーは自動化されているので、オペレーターは単に

                                            
35 <http://www.idtdna.com/program/techbulletins/Custom_Gene_Synthesis.asp>. 
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希望の配列を入力しさえすれば、後は 終製剤がガラス瓶の中に配送されるのを待つだけである。何百万という

特製の DNA配列をコピーするのに、約 20分かかる。 

 オリゴヌクレオチドを使って遺伝子を合成することができる。しかし、遺伝子は 大のオリゴヌクレオチドよりも、はる

かに多数の塩基によって構成されているので、遺伝子は多くのオリゴヌクレオチドから成り立っている。そうするた

めに、一つのオリゴヌクレオチドを別のオリゴヌクレオチドに融合させる。そして遺伝子分子が集まると、それらの分

子は酵素方式によって合体し、1 本の二重らせんを形成する。新しく合成された遺伝子をコピーする計画ならば、

それを発現ベクターにコピーするにふさわしい制限酵素認識部位を設けるように設計する。 

 前述したように、DNA シンセサイザーはデュアル・ユース装置であると考えられる。2003 年 CISTEC レポートの中

では、次のように報告されている。「テロリストのために働く科学者は、遺伝子装置を使って、毒素や毒性因子など

の病原体を兵器化するときに役立つ蛋白質の製造をコードする遺伝子を組み立てる可能性がある」。さらに踏み

込んで、同レポートでは、シーケンサーを使って合成ウイルスや細菌を作り出す可能性についても論じている。合

成ウイルスについては、同レポートによれば、2002年、Eckard Wimmer博士の率いる研究者グループが、公開済み

の遺伝子配列情報と「既製の」購入可能な DNA 物質を使って機能的ポリオウイルスを初めて合成したという（Cello、

2002）。今年は昨年よりもこのような実績に関する情報が増えている。まず、ポリオウイルスゲノムが小型で、およそ

7,500 個のヌクレオチドで構成されていることに注目することが大事である（これに比べて、天然痘ウイルスはおよそ

190,000 個のヌクレオチドで構成されている）。これは合成の試みとして理想的な候補である。さらに、合成に必要な

DNA セグメントは、複数の生物学関連の企業からメールオーダーで容易に入手することができる。ポリオウイルス

は RNA ウイルスである。これは、ポリオウイルスが DNA よりもむしろリボ核酸（RNA）のロングストランドに遺伝子情

報を保存できるということを意味する。Wimmer グループはその研究において、普通の DNA シンセサイザーを使

用して、通常のポリオウイルスのもつのと同じプロテインコード化情報を含む DNAストランドを合成した（現在、科学

者たちにとっては RNA のよりも DNA のロングストランドの方が合成しやすい）。その後、Wimmer グループは合成

DNA を、DNA を RNA へ変換する酵素と混合した。次に、結果として得られたストランドを混合化学物質に添加し

た。これは、ポリオウイルスが通常浸透する細胞における混合化学物質に類似したものである。この混合物内の生

化学反応によって全ポリオウイルスが作られた。合成ポリオウイルスを天然のものと見分けるために、Wimmer グ
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ループは、遺伝子構造が本来のものと僅かに異なる程度にポリオウイルスを慎重に合成した。合成ポリオウイルス

は、毒性こそ天然のウイルスよりかなり少ないとはいうものの、遺伝子学的に感染しやすいように作られたマウスに

灰白髄炎の症状を発症させた。 

 DNA を始点とする物質からかなり大型のウイルスまたは細菌を作るというこの歴史的業績の意味するところはま

だ明確でないが、ポリオウイルスのゲノム配列は、天然痘のようなウイルスと比較して非常に小さいため、生物兵器

になる可能性のある生物剤の製造を認めるべきであるということを現在の知識が容認することは、理論的にある得

ることである。Wimmer 自身の指摘によれば、天然痘ウイルスの合成は、ポリオウイルスの合成よりもはるかに難しい

が、10年から 15年のうちには達成される可能性があるという。しかし、この 10年間における核酸およびペプチドの

合成に関する技術の発展の速さから見て、この見通しはあまりにも控え目であると思われる。われわれの見方では、

単独研究者として活動する、あるいは拡散国家のために働くよく訓練され、かつ知識を身につけた科学者ならば、

出血熱ウイルスの特性をもつウイルスについては約 5 年、オルトポックスウイルスの特性をもつウイルスについては

約 6 – 7年で合成できるだろう。もしこの推測が正しければ、これらの人々が、今は獲得できないウイルスのコピーを

好きなだけ作ることができるようになるということである。 

 

 

 

図 6-581 核酸シンセサイザー 

 

6.5.8.2. ペプチド・シンセサイザー 

 ペプチド・シンセサイザーは、オーストラリア・グループのデュアル・ユース懸念装置リストには掲載されていない。

しかし、本書では、下記において明確にする理由により、この種の装置について簡単に述べることにする。 
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 研究および応用の両施設でよく見られるDNAシンセサイザーほど一般的ではないが、ペプチド・シンセサイザー

はバイオインダストリー分野でごく普通に使用されている。前述したように、Applied Biosystems社は1986年、自動ペ

プチド・シンセサイザーの第一号機を開発した。この装置は一時に1個のペプチドしか合成できなかったが、現在

のシステムの多くは複数の合成を同時に処理することができる。なぜなら、液体処理ロボットと一般に呼ばれている

自動液体処理機が発明されたからである。これは、選択量の試薬、溶液、またはマイクロタイタープレートや他の

媒体の中のサンプルを自動的に調剤する機械である。 も簡単な液体処理ロボットは1本の調剤チャンネルをも

つ電動シリンジ・ポンプで成り立っているが、複雑なロボットの方は1,000本以上の調剤チャンネルを備えることがで

きる。 

 ペプチド・シンセサイザーでは、アミノ酸がシンセサイザーの反応糟に供給されると、そこでペプチドは一度に一

つのアミノ酸を組み込まれる。合成はペプチドのC末端で開始され、N末端へ進むが、これは細胞内における蛋白

質翻訳の正反対である。不必要な反応を 小化するために、このプロセスでは特に修飾されたアミノ酸が使用さ

れる。修飾アミノ酸はそのアミノグループを化学的に防護するからである。各残基が増殖する連鎖に結合された後、

その防護グループは除去されて、次のアミノ酸が結合する。このプロセスは原則的にDNA合成に類似しているが、

20個もの標準アミノ酸からなる化学的多様性のため、各ペプチドの合成は独特のものとなり、完遂するのがより困

難になっている。 

 ペプチドができると、それを解析し、多くの場合、充分に精製しなければならない｡これは合成そのものよりも長い

時間を要するステップである。このようにして、設備の整った商用施設における通常のペプチド合成には、完成ま

で約2週間かかるのが普通である。このあと、粗ペプチドを精製する作業が1カ月続く。さらに、多くの実験では、リン

酸基、人工側鎖、染色マーカー、または化学的に付けられた連関構造を伴う修飾ペプチドを必要とする。これらの

実験はすべて完了までに長時間を要する。したがって、ペプチド合成は、ある意味では芸術スタイルであるともい

えよう。そこでは、個々の物質がそれぞれ異なった特性をもっており、処理に必要なステップもまた異なっているか

らである。 

 多くの研究所は、ペプチド合成は高額の費用がかかるため、行う価値はないと考えている。装置の費用が高く、

基本的なモデルでも 低約$70,000であり、さらに年間サービス契約が＄8.000以上かかるだろう。また、ペプチド合
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成に必要な試薬も高価でかつ劣化が早い。したがって、合成装置の使用頻度が低い場合のコストは特に高くつく

わけである。ペプチドが合成されると、次に精製し、品質検査を行わなければならないが、これにはさらなる専門知

識と高価な計測処理が必要である。 

 ペプチド合成は現在様々な困難を伴っているが、バイオテクノロジーの発展の歴史を見ると、この技術は急速に

進歩し、そう遠くない将来には世界中のもっと多くの研究所がこの技術を使えるようになるだろうと思われる。テロリ

ストグループや拡散国家がペプチド合成を使って、毒素や免疫調整剤のような生物製剤を作るだろうという可能性

を予期していなければならない。事実、南アフリカ生物兵器計画に関わっていたある科学者は、ペプチド・シンセ

サイザーの初期のモデルを手にして、それを独自のペプチドを開発する実験に使用したという。「2000年真実和解

委員会」を前にした証言において、この女性科学者はペプチド開発の将来について次のような意見を述べた。 

 Steenkampとの討論で、Cilliersは、米国からの文献にはペプチドの結合特性を変更できる「ブリッジ」をか

ける可能性が記録されていると述べた。例えば、感情の操作が目的ならば、ペプチドを脳細胞に結合さ

せるよりも、脳細胞を単にブロックすればよい。これを行うために使用できる化学物質は、例えば BZ であ

る。Cilliers は、空気中に放出される可能性のあるペプチドを開発するための研究が特別部隊の本部研

究所で行われていると述べた。このようなペプチドが騒乱時に放出されると、騒乱の参加者がペプチドを

吸引し、それは敏感な鼻粘膜を通して吸収されると信じられていた。Steenkamp は、この目的を達成する

ためには、大気をペプチドで満たさなければならないので、一度に 1キログラム以上のペプチドが必要で

ある、と述べた。途中で審査員が Skeenkampに対して、医者ならば 11年または 12年前にこのような高度

なペプチド合成を行うことができたと思うかと質問した。彼女はノーと答えた。（Centre for Conflict Resolution、

2000） 

 前述の状況から考えて、今やオーストラリア・グループはペプチド・シンセサイザーをデュアル・ユース懸念装置リ

ストに記載することを検討すべきときであると思う。 
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6.5.9. 孵卵器 

 ワクチン製造に使用されるウイルスは一般的に 2 つの方法で培養される。即ち、卵の中、またはいわゆる細胞培

養である。 

 いわゆる「第一世代」のワクチンは発育鶏卵、即ちウイルスが増殖可能な生細胞を含む卵の中で培養される。発

育鶏卵は無菌環境を提供し、免疫機能がなく（従って培養中のウイルスを撃退しない）、安価な上、広く出回って

いるので、ウイルスワクチンの製造に特に適している。ワイスのドライバックスとアベンティス・パスツールのワクチン

は、両者とも天然痘に対して免疫があり、第一世代ワクチンの例である。この方法は現在のウイルスワクチンの主要

な製造手法として存続するだろう。 

 「第二世代」のワクチンは、研究所作成の生細胞媒体である細胞培養で増殖される。その培養では異なった基

質が使用されているにもかかわらず、第二世代ワクチンは第一世代ワクチンと本質的に同じ製剤であるため、同じ

複雑さをもっている（Midthun、2002）。治験用の天然痘ワクチンACAM 1000および ACAM 2000は第二世代ワクチ

ンの例である。 

 兵器としてのウイルスの製造には、ワクチンの場合と同じように、生きた宿主への病原菌の挿入が必要である。天

然痘ウイルスを作るために、1970 年代を通じて、旧ソ連の生物戦計画では毎月何十万個という卵を集め、第一世

代のワクチンの場合と同じように、卵の中でウイルスを培養していると報じられた（Alibek and Handelman、1999）。ソ連

の科学者たちは 後に卵を一個一個割って中味を出した。その液体には無数のウイルスコピーが含まれていた

わけである。数年後、ソ連の科学者たちは、細胞培養でウイルスを増殖させる効果的な手法も開発した（第二世代

ワクチンの場合のように）。即ち、猿の腎臓の培養細胞である（Tucker、2001）。 

 しかし、大規模な攻撃を行うための充分なウイルスを獲得するためとはいえ、それほど大規模な製造を行う必要

はない。細胞培養は現在のテロリストたちの能力を超えるものであるが、もともとテロリストが充分な量のウイルスを

作るには数十個の卵があればよい。たかが 2 台分の簡単な車庫の中でも易々と作ることのできるものなのである。

仮にワクチンに接した場合でも、特別の空調装置は必要ない。必要なものは孵卵器一台だけでよいだろう。 
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 孵卵器は広く入手可能である。大量の卵を孵化させることのできる大型のものもあるが36、また容易に秘匿するこ

とのできるコンパクトな「卓上」型もある37。価格はサイズによって、＄50 以下から何千ドルまである。全サイズとも、誰

でもインターネットで購入することができる。 

 したがって、$100 以下の予算しかないテロリストでも、インターネットの検索エンジンに「egg incubator 孵卵器」と入

力するだけで、孵卵器を自宅の戸口まで届けてくれる業者を探し出すことができるのである。例えば、下の写真の

9200 Still Air Incubatorは一度に 50個から 60個の鶏卵、200個の鶉卵、90個のキジの卵、または 40個の七面鳥の

卵の孵化が可能であるが、これはテロリストの要求を満たして余りある（図 6-59）。孵卵器の寸法は、幅 17-1/2インチ、

長さ 17-5/8インチである。購入価格は$41.46である。 

 

 

 

 

図6-59。9200 Still Air Incubatorは2つの覗き窓、温度計、ソリッドステート・サーモスタット、孵卵器の基部に内蔵湿気リ

ングを備えている。そのハウジングは、温暖な一定温度を保つようにポリエステル製である。次のサイトでオンライン

入手が可能である。<http://www.redhillgeneralstore.com/A30669.htm>. 

 

                                            
36 See, for example, <http://www.heartlandcountrystore.com/gqfcabinet.html>. 

37 See, for example, <http://www.heartlandcountrystore.com/gqftabletop.html>. 
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6.5.10. マイクロカプセル化技術 

 マイクロカプセル化は細胞や分子を保護膜で包み込む処理である。この処理によって、カプセル内での、または

環境へ放出された後の細胞または分子の生存力が向上する（Hammill and Crawford、1997）。カプセル内の物質は、

芯物質（core）、内相（internal）または充填物（fill）といい、カプセル壁はシェル、被膜（coating）または膜（membrane）と

いう。これまでに、多くの活物質が、ゼラチン、セルローズ、ポリエチレングリコール、ワックスなどの様々な被覆を

使ってうまくカプセル化されている。カプセル化に使用される物質の微細な被覆は、ミクロンサイズの対象粒子（薬

剤、生物剤など）に対する特性（例えば溶解性、安定性）を有している。マイクロカプセルを形成するために使用さ

れる合成物は、カプセル化すべき物質、カプセル化の目的（例えば、徐放、目標を定めた投与）、その他の生理的

パラメーターによって異なる。マイクロカプセル化を行うことによって、マイクロカプセル、マイクロスフィア、微粒子、

ナノカプセル、リポソームなどの製剤、酵素、蛋白質、抗体を作ることができ、また可変細胞のカプセル化も可能で

ある。 

 マイクロカプセル化は多くの技術領域に応用される成長分野である。上述の物質に加えて、広範囲の芯物質が

カプセル化されている。これらの中には、接着剤、農芸化学物質、触媒、生細胞、芳香油、薬剤、ビタミン、水も含

まれる。マイクロカプセル化には数多くの利点がある。液体物質は固体物質として取り扱うことができ、芳香や風味

は食品の中に効果的に包み込むことができ、芯物質は周辺環境による悪影響から保護することができ、有毒物質

を安全に取り扱うことができ、また薬剤の投与を制御して目標を定めることが可能である。マイクロカプセル化の方

法の多様性、徐放および目標投与システムを行うために内包された物質の範囲を見ると、マイクロカプセル化技

術の多用途性と重要性は瞭然としている38。 

                                            
38 There even is a journal, Journal of Microencapsulation, that is dedicated to publishing articles about the preparation, properties and uses of 

individually encapsulated small particles. Its scope extends beyond microcapsules to all other small particulate systems that involve preparative 

manipulation. These forms find a wide variety of medical, biological, industrial, and research applications. The journal covers the chemistry of 

encapsulation materials; the physics of release through the capsule wall; the techniques of preparation; content and storage; and the many uses to 

which microcapsules are put. (See <http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02652048.asp>.) 
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 このレポートの目的として、次のような二つのタイプのカプセル化について述べる。即ち、マイクロカプセル（内容

物質をミクロンサイズの粒子の形で包み込む個々の被膜またはシェル）、およびマイクロスフィア（マトリックス中に対

象物質を均一に分布させた構造）。 

 

6.5.10.1 マイクロカプセル 

 マイクロカプセル化についての殆どの（すべてではないにしても）公開情報は、胃腸、皮膚、皮下、または筋肉内

の目標エリアにおけるマイクロカプセル化に関するものである。肺胞領域に製剤を放出するマイクロカプセルに関

する文献からは、情報が容易に得られない。しかし、そのようなマイクロカプセルは、他の目標エリアのために開発

された物質以外の物質を対象としていると思われる場合がある（Lim、1984； Hseih、1988a and1988b； Whateley、1992）。

さらに、マイクロカプセル化の目的は徐放および目標放出を行うことだけでなく、安定性を得ることでもある。後者は、

生物兵器化計画の一部として求められる特性である。その上、現在のマイクロカプセル化の手法は、安定性およ

び散布特性を改善された適切なサイズの粒子を作り出すのに使用される可能性がある。細菌、ウイルス、あるいは

肺に滞留する毒素を含む粒子の能力は、カプセル化された病原体の伝染力や毒性度に大きな影響を与えるだろ

う。伝染力や毒性度はやはり、戦用生物剤として使用される場合には、生物剤の も重要な特性であることに変わ

りはない。しかし、こういった特性や肺滞留に関してこれらの粒子のもつ他の危険な特性についての情報は、公開

文献では公表されていないようである。 

 1ミクロン（Loscretales et al.、2002）ほどの微少な細菌のカプセル化（Cassidy et al.、1996）に関する公開文献には、豊富

な情報がある。しかし、だからといって、生物兵器目的による病原菌のカプセル化が簡単であるということではない。

このようなカプセル化が不正に行われるならば、生物兵器には適さないカプセル化微生物で処方することになる。

即ち、カプセル化によって作られる粒子は事実上20ミクロン以上の大きさとする。静電気引力によって粒子を凝集

させる。カプセル内の酸素制限によって好気性微生物を死滅させる。吸引後微生物を包むカプセルが溶解しない。

高湿度など、ある大気条件によって空気中成分とカプセル化学物質との間に化学反応を起こさせ、カプセル内の

微生物に損傷を与える。 
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 マイクロカプセル化の工程は複雑で難しく、専門技術者の助力を仰ぎ、かつ高度な専門装置を使用しなければ

ならない（図6-510）。複数のマイクロカプセル化技法が公開されているが、ここでは一例として、同時押出法という

も一般的なものを簡単に説明する（Somerville、1960、1967，1968）。 

 液体の芯物質およびシェル物質は同心孔から送出され、芯物質は中心孔から液体ジェットとして噴流し、シェル

物質は外側環形から別の液体ジェットとして噴流する。1滴の合成物を構成するのは、シェル液体のレイヤーに

よって包まれた芯物質の一小滴である。次いでシェルは適切な手段で、例えば、ポリマーケースにおける化学的

架橋、脂肪またはワックスケースにおける冷却、もしくは溶剤蒸発によって硬化する。 

 液体噴流は噴流表面上の衝突によって分散する。合成液滴のサイズ分布はこれらの衝突の周波数に関連して

いる。噴流の受ける衝突の周波数を正確に制御することができれば、非常に狭いサイズ分布の液滴流を作ること

ができる。 

 ノズル装置全体を望ましい周波数で機械的に振動させることによって、噴流に与える衝突を制御することが可能

である。しかし、単に望ましい周波数を設定するだけでは充分でない。合成液噴流の強制分散は複雑な工程であ

り、作り出された合成液滴の構造は受けた周波数に依存するからである。 

 同時押出によるカプセル成形は極めて複雑である。作成されるカプセルのサイズは、各カプセル内に含まれる

芯物質の量と同じく、噴流の物理的特性（濃度、粘度、界面張力）、処理条件（流量および温度）、ノズルの構造

（内孔および外孔の直径）、およびシステムに存在する微細な振動衝突（自然および強制）の振幅と周波数に依存

している。可変値が非常に多く、また他に影響を与えることなく一つの値を変えることは困難なことが多いので（例

えば、シェル液の粘度を変更すると、シェル液と周辺液間の界面張力、およびシェル液と芯液間の界面張力が変

わる）、個別要因の影響を切り離すことは極めて難しい。このような理由から、同時押出処理が採用され、ベースバ

イケースで操作条件が確定される。しかし、カプセル成形処理に関する運動量保存および流体力学の原則によっ

て、一つのフレームワークが与えられるので、これに基づいて研究者は同時押出によるカプセル成形を理解した

のである。 

 

6.5.10.2. マイクロスフィア 
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 すぐに使用することのできるタイプのマイクロカプセル化はマイクロスフィアである。これは、消化器官内における

薬剤の徐放のために開発されたものであるが、今ではそれよりはるかに広い用途をもっている。産業用のマイクロ

スフィアは、1ミクロンから1000ミクロンのサイズで作ることのできる球形粒子で、中には活性成分が放出調整型のポ

リマー層で封じ込まれる。マイクロスフィアはマイクロカプセルよりも有利な点がいくつかある。マイクロスフィアは作り

やすく、中に含まれる活性成分の放出の制御が可能であり、周囲を乱すことなく、中味の活性成分を保護し、特定

の場所に対する目標設定が可能である（Mort、2000）。生物兵器目的としては、マイクロスフィアは、医学分野です

でに使用されているアガロース・ゲル球形のように作られる可能性がある。その場合は、1ミクロンから20ミクロンまで

の大きさを予め指定して作ることができる。微生物は自然にこれらの球形に付着し、浸透して行くだろう。このタイプ

のマイクロスフィアは集合しないように設計されているので、エアゾルによる散布は容易に行われるだろう。親水性

があるため、マイクロスフィアは内包する微生物を保護できるだろう。テロリスト自身が行わなければならないマイク

ロカプセル化による処理と違って、カスタムメイドのマイクロスフィアは多くの競合会社からあまり大きな問題もなく購

入することができ、しかも数日以内に購入者に届けられる。 

 マイクロカプセル化の装置と用品類は、オーストラリア・グループとUNSCOMの懸念装置デュアル・ユースリストに

掲載されている。これは主に、国家的な生物戦計画についての経験から掲載されているものである。1969年以前

の米国の生物戦計画に従って、科学者たちはカプセル化された戦用生物剤を採用した。それは、非水溶媒（ジメ

チルメチルホスホン酸塩のような）、病原体、カプセル・ポリマー（ポリエチレングリコールのような）で構成されたスプ

レー乾燥懸濁液によるものであった。多くの実験の後、米国の兵器科学者たちは、1ミクロンから5ミクロンまでの妥

当な範囲の粒子で構成されるマイクロカプセル化細菌（セラチア・マルセッセンス）の処方を得ることができた（Nash 

et al.、1967）。米国の生物戦計画が5つの認証システムのいずれかで使用される生物剤をカプセル化したかどうか

は分からない。つい 近分かったことだが、旧ソ連の生物戦計画も生化学剤のカプセル化に成功していた。しかし、

その工程や使用物質については明らかでない。イラクの生物戦計画は、分かっている限りでは、製剤を保護する

ためにマイクロカプセル化を採用しなかった。おそらくマイクロカプセル化を行うために必要な技術力がなかったか

らであろう。カプセル化処理には特有の困難さが伴うので、生物兵器目的で病原体をカプセル化するための手法

の開発に成功するには、空中生物学者（または物理学者）、微生物学者（細菌学者または必要に応じてウイルス
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学者）、有機化学者、および兵器エンジニアで構成される総合チームの尽力が必要であろう。このような人材の必

要性に加えて、相応の装置が必要であることを考えると、国家による計画でない限り、生物兵器として使用される

病原体のマイクロカプセル化を成功させることはできないだろうと思われる。したがって、近い将来において、テロリ

ストグループが生物剤または化学剤のマイクロカプセル化を試みることはないだろう。 
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図 6-510 マイクロカプセル化工程の略図 

 

 

 

7. 結論 

 平和的用途であれ、軍事的用途であれ、細菌とウイルスは 適培養条件の下では急増するので、適切な装置と

培養媒体があれば、少量の種の病原体が数日以内に、または長くても数週間以内に大量の病原体に増殖するこ

とが可能である。危険な病原体の中には、生物研究者の研究対象となっているものもあるが、そればかりでなく、そ

ういう危険な病原体が商用製剤にも使われているという事実によって、デュアル・ユースの情勢はますます複雑化

している。例えば、現在製薬会社はボツリヌス菌を使って医薬化粧品用として大量のボツリヌス毒素（商品名

Botox）を製造している。周知のように、ボツリヌス毒素は生物兵器の強力な活性成分ともなり得るのである。 

 このような理由により、生物兵器を開発製造するために軍やテロリストグループの使う施設は、生物剤を開発製造

する民間施設と殆ど見分けがつかないだろう。特に生物兵器施設の運営者が要員の安全性と環境保護への安

全対策を怠る場合がそうである。さらに、コンピューター制御による連続フロー発酵糟やホーローファイバー反応炉

のような技術の進歩によって、大量の戦用生物剤の製造能力のある施設の規模が大幅に縮小された。その上、

「クリーン・イン・プレイス」技術を備えた発酵タンクによって、そのオーナーは戦用生物剤製造の証拠となる残留物

デジタル画像 

フィードバック制御 

ビデオカメラ 
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を数時間で除去することができる。以上のような理由から、特定の施設が戦用生物剤の開発製造に使われている

かどうかを部外者が検知することは極めて困難であり、あるいはおそらく不可能であろう。 

 しかしながら、生物兵器を獲得したいとする人たちは、それを使用するには大きな障害に直面することも事実で

ある。病原体や毒素も、それ自体では効果的な武器とはなり得ない。病原体や毒素は、標的とする人間の密集地

へ運ばれて初めて、死傷者を生じさせることができるのである。砲弾やミサイル弾頭などの特殊な生化学弾薬の製

造は、高度な技巧を必要とするため、積極果敢な国家の軍によって行われるのが普通である。しかしテロ目的とし

ては、もっと初期のデュアル・ユース搬送システムを獲得するだけで充分であろう。農機具販売店などで手に入る

未変更の農業用噴霧器（農薬散布機など）はおそらく病原体散布にはあまり適していないだろうが、気象条件に

よっては、毒素などの化学剤をかなり広い範囲に散布することはできるはずである。しかし、もしテロリストグループ

に潤沢な資金があって、そのメンバーが噴霧器の買い方に多少でも気を遣うならば、生物兵器用として有用な微

粒子の散布用に調整可能な、ノズル付きの噴霧装置が公開市場で手にはいるのである。生物製剤の効果的な散

布に必要な技術については、2003 年 CISTEC レポートにおいてある程度詳細に述べた。この方法は、戦用生物

剤を散布する 適の方法とはいえないだろうが、生物剤による攻撃目標に選んだ住民の間に何万という犠牲者を

出すには、これで充分効果的であろう。 

 デュアル・ユース問題のもう一つの側面は、ハイテク生化学企業がもはや先進工業国だけに限定されたものでな

いという点である。多くの発展途上国においては、ターンキー生産施設、上昇する技術労働力、および安い人件

調整費のおかげで、政府はこれらの産業を経済成長の原動力として推進してきた。この点においては、キューバと

インドの例が特に状況をよく表している。このような傾向は、年間何百トンにも上る広汎な化学物質の国際取引に

進んでいったばかりでなく、ジェネリック医薬品やワクチンの自国生産にも興味を掻き立ててきた。発展途上国で

使われている製造工程は、欧米や日本のものより一、二世代遅れているかも知れないが、戦用生物剤を作るには

まだ充分の能力をもっている。 

 生化学分野において急増する世界的な商取引は、技術の発展をも促した。そういった技術の中には、生化学兵

器の生産に貢献したものもある。前述の一例に、マイクロリアクターの出現がある。これは大量の化学物質を処理

する能力がありながら、実験装置を装うことができるほど小型である（Chopery et al. 1997）。デュアル・ユース技術の世
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界的取引が拡大しているので、国家または準国家関係者にとっては、今後も生化学兵器の取得がますます容易

になっていくだろう。以下のように、多くの事例がこの不吉な傾向を示している。 

 

• イランは、自国の非通常兵器計画を進めるに当たって、外国の援助に大きく依存してきた。過去数年間

にわたって、イラン政府は、化学兵器の前駆物質、生産技術および科学専門知識をロシアと中国の供給

元から取得しようとしてきた。イランはまた、外国の供給元から民生目的という名目でデュアル・ユースの

生物製剤をも取得しようとしてきた（Office of the Secretary of Defense、2001）。 

 

• イラクは、攻撃的生物戦計画を策定するために外国から大型援助を受けた。1985 年から 1989 年までの

間に、米国の供給者たちはイラク向けに炭疽菌（炭疽）、ボツリヌス菌（ボツリヌス毒素）、ヒストプラスマ・カ

プスラーツム、マルタ熱菌（ブルセラ症）、ウエルチ菌（ガス壊疽）、破傷風菌（破傷風）およびその他の危

険な病原体を輸出した（Blum、1998）。1980 年代に、イラクの国営農薬製造機関が西ドイツに孵卵器と培

養媒体を発注、受領した（Der Spiegel、1990）。イラクが民間取引を装って外国筋に注文したデュアル・

ユース物質の多くは、結局生物兵器研究のためであることが判明した。 

 

• オウム真理教の代理人は、製薬会社からボツリヌス菌を、大阪の製薬会社から工業用フィルターを 16 個、

その他の業者から化学前駆物質および技術を購入した（Mainichi Daily News、1995； 共同、1995）。 

 

 米国の利害に対して生化学兵器の継続的拡散による脅威にさらに輪をかけているのは、無法体制がテロ組織

に対して生物化学兵器の材料、装置、ノウハウ、または完成品の兵器さえも供給する可能性のあることである。生

化学兵器の能力をもつ国の数が増えるに伴って、テロリストへの直接的または間接的移転の危険性が増大するだ

ろう。 

 すべてのテロ支援国の中で、イランは も積極的であると考えられる（米国国務省、2001）。イラン政府は 9 月 11

日攻撃を公式に非難したにもかかわらず、依然としてハマス、ヒズボラ、イスラム聖戦機構の支援国であると考えら
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れており、 近、心変わりする前に、これらのグループに対して生化学兵器の訓練を施し、材料を提供した可能性

がある。この数年の間に（比較的）穏健なモハメド・ハタミが台頭してきたが、このような行為を止めさせる手だてを講

じなかった。依然として保守派がイラン軍と情報機関を支配しており、イランはテロ組織に対して年間 1 億ドル以上

の援助をしていると推測される（Ganor、1998）。このような努力は主にイスラム革命防衛隊(IRGC)の指示によってなさ

れているが、同部隊を支配しているのは、イラン大量破壊兵器計画の責任者でもある強硬派のアヤトラたちである。 

 イランがこのようなグループの積極的支援者になる前は、リビヤが国際テロの主要支援者の一国と思われていた。

つい 近の 1996年に、アブニダル機構、パレスチナ・イスラム聖戦機構およびパレスチナ解放人民戦線 – 総司令

を支援し、おそらく訓練基地も提供しただろう。しかし、 近になって、リビヤの指導者ムアマル・カダフィはその言

動を抑えているようである。カダフィはパンナム機 103 便の爆破犯人たちを裁判のために引き渡した上、ハマスの

ようないくつかの急進グループとの関係を絶ったと報じられている。 近になって、リビヤ政府は緒に就いたばかり

の核計画を中止し、部外者を招いてそれが事実であることを検証させるという決定を下した。これによって、米国と

リビヤ間の緊張が和らいできた。しかしながら、リビヤはこれまでに知られている化学兵器能力と疑惑の生物兵器

能力をどうするのか、依然として懸念は残っている。 

後に、生化学分野における北朝鮮の能力については殆ど知られていないが、その能力はかなり充実したもので

あり、おそらく中程度の技術レベルに達しているだろう。米朝間の交渉は、北朝鮮が核兵器計画を放棄する方向

へ進む可能性があるように見えるが、疑惑の生化学兵器計画も同じように諦めるとの保証はない。その上、核兵器

よりも生物化学兵器を開発、製造する方が容易かつ安価であること、また、例えば空中査察から開発現場を隠匿

することもはるかに易しいことを気まぐれな北朝鮮指導者が思いつく可能性がある。北朝鮮はミサイルについて

程々に進んだ能力をもっているので、技術者たちが生化学物質を満たすことのできる弾頭を開発することはそれ

ほど難しくはないだろう。したがって、北朝鮮はその核計画を放棄しても、近隣諸国を恫喝する、あるいは威嚇する

に充分な大量破壊兵器能力を依然として持ち続ける可能性がある。同じように懸念すべきことだが、北朝鮮は、政

府が望むならば、攻撃目標として密かに定めた国に大量の犠牲者とテロを引き起こすに充分な戦用生物剤を携

えた破壊工作員や同様のテログループを送り込む恐れもある。 
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 結論として、生物兵器の製造と運搬に関連するデュアル・ユース技術、情報および専門技術がますます広まって

きたことによって、生物兵器拡散問題がさらに悪化した。事実、これらの兵器の取得が相対的に容易になったため、

先進通常兵器や核兵器を取得する余裕のない、または必要な技術力のない拡散諸国はますます魅せられたの

である。さらに、国営の供給機関と無節操な企業がともに機密技術や物質を支払のよい顧客に積極的に売り込ん

でいることは、歴史の示すところである。旧ソ連の生化学兵器計画の遺産、およびこれらの兵器の他国への拡散

によって、国家以下のグループが無防備な施設から盗んだり、失業中の旧ソ連の兵器科学者を雇ったりして関連

技術を取得する恐れも増大した。デュアル・ユースのジレンマや世界の合法的な化学、製薬、バイオテクノロジー

産業の急速な普及を考えると、国際法や国際および国内輸出規制の強化によって、時間を稼ぐことはできる。しか

し、規制強化によって、拡散問題に対する長期的な解決法が得られるわけではない。したがって、国際法および

輸出規制は、生物兵器および化学兵器拡散の脅威に対処するための一連の政策ツールの構成部品として考え

なければならない。会議で活動する国家による積極的な禁止活動、民主国家による消極的および積極的弁護の

強化、生化学攻撃の結果に対処する管理能力の強化、旧ソ連の大量破壊兵器が、輸出されないようにする不拡

散活動、および多角的兵器、特に生物兵器および化学兵器などの規制協定の強化といったこととも連携を取りな

がら進める必要がある。 
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付録 I．バイオテロに対する準備の新規検討事項：遺伝子組み替え病原体の脅威39 

 

ジャネット・R・ジルスドルフ（医学博士）40 

レイモンド・A・ジリンスカス（博士）41 

 

 

序文 

 現在行われているバイオテロの脅威の評価は、旧ソビエト連邦の大規模な生物兵器計画の驚くべき新事実に

よって知られるようになった。これは、ロシアにおいて何かの形で続いている可能性がある計画である。この情報の

大部分は、ソビエト生物戦（BW）計画に参画していた 3人の科学者から得た証拠によって明るみに出た。3,4,5,6 

 1989 年に英国に亡命したウラジミール・パセクニック博士によって、Ferment として知られている大規模なソビエト

BW計画の存在が明らかになった。この計画は、表向きは民間研究開発機関である Biopreparatの援護を受けて実

行されていた。Biopreparat は、18 以上の研究、開発、生産および流通設備があり 25000 人以上のソ連人を雇用し

ていた。パセクニック博士によれば、主要な Biopreparat施設であるオボレンスクにある連邦応用微生物学研究所に

勤務する生物学者たちは、1983 年に遺伝子組み替え細菌、ツラレミア（野兎病）の原因物質である Francisella 

tularensis の極めて毒性の強い株を 初に開発した。 

 Biopreparatの元第一副所長であり、1991年に米国に亡命したケン・アリベック博士は、ベネズエラ・ウマ脳炎ウイル

ス、ベータエンドルフィンおよびエボラウイルスの遺伝子を痘瘡（天然痘を引き起こす原因物質）に注入して、抗原

性に変化が起こり炭疽病ワクチンに抵抗性を持つ Bacillus anthracis（炭疽菌）（炭疽病の原因物質）を開発するソ連

の科学者たちによる研究の取り組みを述べた。 

 つい 近、国立ウイルス学生物工学研究所（Vector）およびオボレンスクの双方に勤務していたセルゲイ・ポポフ

博士は、抗生物質耐性微生物株の開発を目標としているプロジェクト・Bonfine、および高い病原性、安定性の向上

および新しい臨床的な症候群をもたらす新しい生物学的性質を持つ兵器を創り出すことを目標とするプロジェクト

Factorについて述べた。例として彼は、ジフテリア毒素すなわち抗生物質によって誘発された発現系の支配下にあ

るウイルス病原因子を発現する遺伝子組み替え型ペスト菌（ペストの原因物質）株、遺伝子組み替え型痘瘡およ

び出血性毒素を発現すると推定される遺伝子を持つ炭疽菌、およびミエリン塩基性蛋白質（アレルギー性脳炎を

                                            
39 The article reproduced in Annex I is unpublished as of January 10, 2004. It has been submitted for publication consideration to the Journal of 

the American Medical Association. 

40 Department of Pediatrics and Communicable Diseases, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. 

41 Chemical and Biological Weapons Nonproliferation Program, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International 

Studies, Monterey, California. 
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誘発する可能性がある）を発現したレジオネラ・ニューモフィラ（在郷軍人病菌）株を引き合いに出した。彼は単独イ

ンタビューで、Hunter 計画について述べたが、その目標は痘瘡/ベネズエラ・ウマ脳炎ウイルスのキメラを発現するこ

とであった。一方、彼が知っている限りでは、彼が述べた遺伝子組み替え型微生物のどれも兵器化されなかった

が、データおよび遺伝子組み替え型株のすべてがロシアのアーカイブに保管されているので、単独犯、テロリスト

グループあるいは要注意国も利用可能であると想定することがベストである。 

 かつてソ連を構成していた国々の経済が落ち込んでいるために、現在失職中あるいは極めて給料が安いソ連の

元科学者たちが、生物兵器を獲得しようと模索している要注意国やテロリストグループを支援するようそそのかされ

る恐れがあるという懸念が生じている。さらに、元の BW 施設の大半が細菌、ウイルスおよびカビ病原体の収集物

を保管しており、それらは、経済報酬が高ければ、生物兵器の獲得に励む個人や団体に売られる可能性がある。 

 バイオ工学兵器の供給源と思われるのは旧ソ連だけではない。プロジェクト・コーストと呼ばれる南アフリカの改造

生物兵器計画が も気がかりなものである。つい 近の 2002 年の夏には、この計画に関係したスタッフが、クロス

トリジウム・パーフリンジェンス（ウェルシュ菌）エプシロン毒素を符号化した遺伝子を持つ凍結乾燥した遺伝子組み

替え型大腸菌を始めとする、遺伝子組み替え生物材料を獲得しようとしているさまざまな外国の団体から話を持ち

かけられた。プロジェクト・コーストの科学者達はまた、他の遺伝子組み替え型微生物のうち、炭疽菌の抗生物質

耐性株を開発するよう試みた（イラクには BW 計画があったが、我々が知る限りでは、従来の応用微生物学的手

法のみを用いて古典的な BW剤を開発し、製造した。） 

 世界中の合法的な微生物学的研究の結果として毎年数千もの遺伝子組み替え型微生物が生まれているが、こ

れらは、明らかに生物兵器として使用するために諸外国により開発された遺伝子組み替え型微生物よりもさらに懸

念されるものである。抗生物質耐性遺伝子は一般に、研究中の組み替え遺伝子のために選択する手段として細

菌に注入される。痘疹にウイルスの遺伝子を挿入するために必要な手法を始めとする遺伝子組み替え手法は、新

しい細菌およびウイルスのワクチンを開発する際に広範に用いられてきた。これらの原因物質および他の多くの遺

伝子組み替え病原体は、新しい生物兵器の獲得および微生物増殖のための微生物学的専門知識や装置の保

有を模索している個人やテロリストグループの手に落ちた場合に脅威となる可能性がある。 

 現在のバイオテロ防護戦略では、それらの伝播特性、罹患率と死亡率およびそれらのうちのどれかによって引き

起こされた大発生の予防や管理に必要な公衆衛生準備のタイプに基づいて生物兵器の脅威になると米国疾病

管理予防センター（CDC）が見なしている微生物（カテゴリーA、B,および C は原因物質を指定する。）に焦点が当

てられている。遺伝子組み替え型病原体、特に脅威物質としてすでに指定されている病原体を含む兵器を配備し

ているテロリストが存在する可能性があるために、これらの原因物質が引き起こす可能性がある大発生に関してア

セスメントを行うためにさらに考察を加え、それらの使用による影響に対処するための公衆衛生の要求条件が提起

されている。 

 我々は生物医学に関する文献を検討し、バイオテロリストが関心を持つ恐れがある多くの病原体に対して、世界

中で科学的実験過程において遺伝子組み替えがなされてきたことを立証し、文書化している。表 1、2 および 3 で
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は、Vector でそれぞれ構築されたさまざまな遺伝子組み替え型痘瘡、免疫応答を変更する遺伝子を持つ遺伝子

組み替え微生物、および生理的応答を変更する遺伝子を持つ遺伝子組み替え微生物のリストがそれぞれ表示さ

れている。ロシアの科学者によれば、これらの原因物質の多くは、旧ソ連 BW 計画に組み込まれるために開発さ

れたものであった。それらが創り出された当初の意図とは無関係に、あるいは攻撃的生物兵器計画が現在あるか

どうかにかかわらず、これらの原因物質は、それらを創り出し、使用した科学者達に知られているが、安全でない施

設に保管されている可能性があり、また改造生物兵器計画を所有しているあるいは獲得しようとしている単独テロ

犯、テロリストグループあるいは要注意国に利用される恐れがある。 

 上記の意味するところは限りなく大きいものである。現在、バイオテクノロジーにおいて も成長している分野の 1

つは生物兵器防衛である。どのような場所にある会社でも、新しいワクチンや改良ワクチン、抗体、薬品およびセン

サーなどの製品を開発するためのノウハウおよび技術を活用することによって生物兵器防衛製品の必要性に対

応している。それらの会社が防御しようとしている原因物質が、CDC のリストに列挙されている物質など、予想され

る原因物質である場合、これを行えば、確実に有益な結果を得られる。しかし、拡散国、テロリストグループあるい

は単独犯が戦用遺伝子組み替え型生物を開発しようとしている場合、バイオテクノロジーの分野は、疑いもなくこ

れまで遭遇したことのないような検証・予防・処理に関する問題に直面するであろう。このことに留意して、我々は、

予想外の大発生、予想外の大発生の疫学的実状の変化、被害者の臨床的実態の変化、現行の方法を用いた検

知、現行のワクチンに不具合がある可能性や病気の人々の診断に関連して起こる可能性がある問題を論議する。

後に遺伝子組み替え型生物を導入した結果として生物兵器防衛の状況がどのように変わるかおよび生物兵器

防衛における科学者の道義的行為についての考えを示す。 

 

遺伝子組み替え微生物により生じた大発生の認識 

 従来の微生物利用兵器の原因物質により生じた病気の診断は、処置を行う医師による症候群の認識、および疑

わしい診断を確認するためにあるいはそれに異議を唱えるために臨床検査を適切に利用することにかかっている。

生物兵器により引き起こされているという疑いのある疾病の世界的な流行を調査するためにサーベイランス（監

視）・システムの必要性が認められ、また世界規模のサーベイランス体制を盛り込むために生物・毒素兵器禁止条

約の改正が提案された。さらに、米国の公衆衛生体制は、CDC の指導の下にバイオテロに関連する感染に対す

るサーベイランス機能を改善する取り組みを行っている。 

 近新たに起こった感染性疾患の大流行は、新しい感染を認識する際に観察の鋭い知識の豊富な開業医の

重要性を強調することになった。HIV/AIDSの 初の記述は、ニューモシスティス・カリニ肺炎および T細胞免疫不

全に罹っていた男性の同性愛者の治療を行ったロスアンジェルスの医師たちによるものであった。合衆国におけ

るヒトの西ナイル・ウイルスへの感染が 初に認められたのは、北クィーンズに住む感染性疾患専門の内科医が普

通とは違った 2 例の脳炎についての報告をニューヨーク市の保険省に提出した結果によるものであった。郵便物

への混入によって炭疽病が大発生した 初のケースは、フロリダに住む感染症専門医によって診断が下された。
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このように、開業医は、自然発生の感染性疾患や故意に引き起こされた感染性疾患によって生じたこれまでまだ

認識されていなかった疾病群から前哨患者を特定する際に主導的な役割を果たしてきた。そしてこの役割は将来

さらに増すと考えられる。表 4 には、ある遺伝子組み替え微生物が原因物質と考えられる感染症のケースにおけ

る特徴の要約が示されている。 

 

疫学的実態の変化 

 遺伝子組み替え型バイオテロの原因物質によってもたらされた大発生の疫学的特徴は、多様に変化する可能

性がある。たとえば、バイオ工学技術で創り出された微生物は、その疾患が風土病として知られていない地域やそ

こでは流行しないことがわかっている地域で起こるケースなど予想外の地域分布を持つ感染、炭疽病のような疾

病のヒトからヒトへの伝播による感染、免疫を持つと考えられる大人に見られる子供の病気などのケースで予想外

の年齢分布を持つ感染、あるいは予想よりも高い死亡率を持つ感染症を引き起こす可能性がある。さらに、兵器と

して使用される遺伝子組み替え微生物によって引き起こされる感染症は、民族あるいは職業上のグループ、ある

いは共通の旅行歴を持つ人々のうちからまとまって出現する可能性がある。人畜共通感染症の原因物質によって

引き起こされるヒトの感染症は特別の懸案事項であって、これは動物の病気や死亡に付随して起こる可能性があ

る。 

 

臨床的な実態の変化 

 ペスト、炭疽病、ツラレミア（野兎病）、ウイルス性出血熱、ポックス・ウイルス感染やボツリヌス中毒症などの疾患は

合衆国ではめったに起こらないが、これらの病気の症状のある患者は、通常特定の診断を示唆する典型的な症

状を表す。それに対して、遺伝子組み替え微生物により引き起こされた病気は、培養液で分離された原因物質あ

るいは他の診断テストによって検出された原因物質を考慮した異常な症状など、単一の原因物質に通常関連して

いない症状によって特徴付けられる場合がある。すなわち、感染が予想外の臨床経過をたどる、一連の症状が予

想される臨床像に当てはまらない、あるいは標準的な処置に対する応答が予想外に悪いなどの症状が現れる場

合がある。理論上の例としては、重篤な胃腸炎が起こって数日後に水泡疹の発現、ベネズエラ・ウマ脳炎と確認さ

れた感染に関連した出血性発疹の発現、あるいはストレプトマイシンやゲンタマイシンを用いた処置に応答しない

肺ペストなどがある。臨床像が通常でない特性を持つために、経験を積んだ感染性疾患専門医や公衆衛生担当

職員でさえも診断に重大な遅延が生じる可能性がある。 

 多数の細菌やウイルス中で起こる可能性がある遺伝子の変化、およびすでに起こった遺伝子の変化には無数

の可能性があるために、特定の遺伝子組み替え微生物によって生じる可能性がある感染の臨床（および疫学的）

特性の詳細な記述は不可能であるが、遺伝子が変化した微生物が存在する可能性を知ることは、すべての感染

性疾患の大発生に関するアセスメントに含まれていなければならない。またこれが理にかなっている考察であれば、

関連する研究所と相談して適切で総合的な診断精密検査を採用する必要がある。 
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現在の診断テストによる検出の失敗 

 ヒトの細菌あるいはウイルス病原体の検査による同定は、一般に標準培地あるいは細胞系での微生物の増殖、

微生物の抗体あるいは核酸の検出、あるいは特定の血清抗体応答の実証に拠っている。しかし、これらの方法は、

遺伝子が変化した微生物を同定し、特徴付けるには不適切であることが判明する場合もある（表 5 を参照のこと。）。 

 免疫組織化学、直接免疫蛍光検査、抗体捕獲酵素免疫吸着測定法（ELISA）あるいは細菌凝集および ELISA

を用いた検定による抗体応答の検出、補体結合、受身血球凝集反応、間接免疫蛍光検査、血球凝集反応阻害

やプラーク減少中和などの免疫に基づいた診断テストについては、検出検定に用いられる特定の抗体と結びつ

かない抗原を発現するような、あるいは標準検出標的と結びつかない抗体を刺激するような遺伝子上の変化が病

原体に起こった場合、間違って陰性（-）の結果を与える可能性がある。 

 臨床検体から回収された細菌の属と種を特定するために用いられる生物化学をベースとした試験は、細菌酵素

やその他の細胞生成物の発現に左右される。同様に、赤血球吸着など細胞培養液におけるウイルスの存在を検

証する際に重要な機能検定は、特定のウイルスが作成したタンパク質に左右される。これらの生成物を作る遺伝

子では、意図的に、あるいは生成物が全く発現されないようにまたは生成物の構造や機能に変更が加えられるよう

に行った別の微生物の標的に対する遺伝子組み換えで偶発的に起こった結果として、遺伝子の変化が起こる可

能性がある。 

 細菌やウイルスの特定の遺伝子領域を検出するために用いられる核酸を用いた診断テストは、それらの特定の

ヌクレオチドと雑種をつくる試薬に左右される。それ故に、増幅検定で用いられる標準プライマーは、遺伝子操作

された特定の遺伝子領域に雑種を作ることができない。さらに、制限断片長多型検出法に用いられる消化生成物

は、制限酵素認識部位における遺伝子操作のために予想される大きさにならない場合がある。あるいはプルーブ

が雑種をつくると推定される遺伝子領域が操作された場合、生物に特有のプローブとは雑種を作ることができない

可能性がある。 

 

現在のワクチンによる防御の失敗 

 天然痘、炭疽病、ペスト、ツラレミア（野兎病）、Q 熱、ウマ肺炎やボツリヌス中毒症などを引き起こす物質など、バ

イオテロを起こす可能性がある原因物質に対して現在入手可能なワクチンは、これらの感染症や中毒に対する防

御を与える適切で順応性のある免疫応答に左右される。免疫標的の発現をコード化あるいは調整する遺伝子が

遺伝子操作を受けた場合、あるいは免疫を調節する遺伝子が遺伝子組み替え微生物により発現される場合、細

菌やウイルスは、免疫防御を回避するために操作することができる。ワクチンにより誘導される免疫応答を回避する

遺伝子組み替え生物のいくつかの例が報告されている。炭疽菌ワクチン株 STI-1 で免疫を与えられたマウスは、

セレウス菌のセレオリシン遺伝子を持つ遺伝子組み替え炭疽菌株に対して防御されていなかったが、野生株に対

して防御されていた。マウス痘ウイルスに免疫のあるマウスは、遺伝子コード化 IL-4 を持つ遺伝子組み替えマウス
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痘ウイルスによる感染に対して防御されていなかったが、親株に対して保護されていた。さらに、ペスト菌に特異性

のある F1 カプセルタンパク質ワクチンが、腺ペストに対して防御されていた反面、肺ペストに対して防御されてい

ないのは、天然に存在するペスト菌の遺伝的変動が免疫認識を見逃す可能性があることを示唆している。このよう

に、以前に免疫を獲得した患者や人々にワクチンで予防できるバイオテロ原因物質による感染が発現することは、

原因物質に遺伝子操作がなされている可能性を示唆するものである。 

 

診断の問題点 

 遺伝子組み替え細菌やウイルス病原体によって引き起こされた感染症の診断は、臨床所見が非常にわかりにく

く、検査テストで間違って陰性の結果が出ることもあって、複雑になる可能性がある。このような状況では、診断を

確実にするためにさらに DNAプライマーや生物化学試験あるいは抗体応答検定を利用する必要がある。原因物

質が遺伝子突然変異体を保有していることを文書にする場合、病原体のヌクレオチド・シーケンス分析が必要にな

る。 近行われた SARS コロナウイルス全体の遺伝子配列分析は、SARS の大流行がわかってから 2 ヶ月以内に

完了したが、自然発生であれ、意図的な発生であれ、感染性疾患の大流行の性質を理解するのに必要な情報を

作成するために世界中の臨床医と検査室が協力した力を実証したものである。そうした協力的な取り組みは、バイ

オテロ行為が起こった時にその病因を解明することに一様に照準が向けられる。 

 

結論 

 2001年 9月 11日の出来事、および 2001年 9月と 10月に炭疽菌の芽胞が封入された手紙が郵送されてきたこ

とによって、合衆国に対するテロ活動の可能性および兵器としての微生物の使用に対するすべてのアメリカ人の

意識が飛躍的に高まった。それを受けて、合衆国政府はこれらの脅威を 小限に抑えるために広範囲に及ぶ防

衛計画を立ち上げた。生物防衛計画の要素には、典型的な生物兵器原因物質により引き起こされる感染症の公

衆衛生サーベイランス（監視）の促進およびこれらの原因物質の獲得、保管および使用をめぐる安全保証の促進

が含まれる。そのような戦略はわが国の国家安全保証にとって絶対に必要なものであるが、敵が遺伝子組み替え

病原体を兵器として使用し攻撃してくる可能性に対して防衛する努力を一層行う必要があるだろう。 

 微生物を兵器として意図的に使用することに関する 大の脅威は、改造生物兵器計画を有する要注意国に

よってではなく、微生物標本のある場所に出入りができ、微生物学の専門的知識を持ち、必要 小限の実験装置

を持った敵対者によってもたらされる。それ故に、精選された原因物質の輸送、使用および貯蔵にまつわる安全

保証を向上させることによって、この脅威が少なくなると思われる。さらに、微生物標本を自由に手に入れることが

できる医師たち、およびバイオ工学用試薬や微生物実験装置を利用できる基礎研究および臨床治療に携わる科

学者たちは、科学の道義的行為に対する自分達の責任を再確認する必要がある。この道義的行為には、1972 年

の生物・毒素兵器禁止条約に述べられているように、微生物病原体、毒素あるいはこれらの原因物質を平和以外

の目的のために供給する装置の開発、生産、備蓄あるいは運搬に欠かせない倫理が含まれる。この責任は、科
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学者自身の活動の域を超えて、生徒、従業員、共同研究者および雇用主の活動にまで及ぶものである。医学お

よび科学の専門家の学会や団体は、会員/成員が、自分たちが策定した道義的行為の規範を十分に認識してい

ることを確認し、主導的な役割を演じなければならない。 
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表 1 

国立ウイルス学生物工学研究所（Vector）で開発された遺伝子組み替え痘疹 

 
Inserted gene Reference 
取り込まれた遺伝子 参考文献 
Japanese encephalitis virus protein E 28 
日本脳炎ウイルスタンパク質E  
Angiogenin 29 
アンギオジェニン  
Venezuelan equine encephalitis structural protein 330  
ベネズエラ・ウマ脳炎ウイルス構造タンパク質  
Ebola vp24 31 
エボラ vp24  
β endorphin 32 
βエンドルフィン  
Tickborne encephalitis virus protein E 33  
ダニ媒介脳炎ウイルスタンパク質 E  
Venezuelan equine encephalitis 26S RNA 34  
ベネズエラ・ウマ脳炎 26S RNA  
Marburg virus nucleoprotein 35  
マールブルグ・ウイルス核タンパク質  
Tickborne encephalitis virus structural and non- structural proteins 36, 37  
ダニ媒介脳炎ウイルス構造および非構造タンパク質  
Myelin basic protein 38  
ミエリン塩基性タンパク質  
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表 2 

国立ウイルス学生物工学研究所（Vector）で開発された免疫応答変更遺伝子を持つ遺伝子組み替え微生物 

 
Immune response modifier Host/vector Reference 
免疫応答変更遺伝子 宿主/媒介動物 参考文献 
γ interferon/ α fetoprotein hybrid E. coli 39  
γインターフェロン/αフェトプロテイン混成物 大腸菌  
Leukocyte α2 interferon  M13mp7 40  
白血球α2インターフェロン M13mp7  
Interleukin 2/ shigella toxin hybrid E. coli 41  
インターロイキン 2/赤痢毒混成物 大腸菌  
Interleukin 2 VEE 42  
インターロイキン 2 VEE  
Trypsin resistant mutant human TNF ? 43  
トリプシン耐性突然変異体ヒト TNF   
Recombinant tumor necrosis factor β ? 44, 45, 46, 47  
組み替え腫瘍壊死因子β   
Recombinant tumor necrosis factor α ? 48  
組み替え腫瘍壊死因子α   
α interferon E. coli 49, 50, 51, 52  
αインターフェロン 大腸菌  
α interferon Temperature regulated promoter 53  
αインターフェロン 温度制御プロモーター遺伝

子 
 

Thymosin α/ TNF hybrid E. coli 54  
チモシンα/TNF混成物 大腸菌  
γ interferon/TNF hybrid E. coli 55 
γインターフェロン/ TNF混成物 大腸菌  
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表 3 

国立ウイルス学生物工学研究所（Vector）で開発された生理応答変更遺伝子を持つ遺伝子組み替え微生物 

 
Physiologic response modifier Host/vector Reference 
生理応答変更遺伝子 宿主/媒介動物 参考文献 
Angiogenin Vaccinia 29 
アンギオジェニン ワクシニア（痘疹）  
Angiogenin E. coli 56, 57 
アンギオジェニン 大腸菌  
Anaphylatoxin C5a E. coli 58  
アナフィラトキシン C5a 大腸菌  
Myelin basic protein E. coli 59, 60   
ミエリン塩基性タンパク質 大腸菌  
     Vaccinia 38  
同上 ワクシニア  
α-1-antitrypsin E. coli 61, 62  
α-1-抗トリプシン 大腸菌  
Insulin ? E. coli 63  
インシュリン 大腸菌  
 β lipotropin E. coli 64 65  
βリポトロピン 大腸菌  
Proopiomelanocortin E. coli 66, 67, 68, 69  
プロオピオメラノコルチン 大腸菌  
β endorphin Vaccinia 32  
βエンドルフィン ワクシニア  
[Leu5] encephalin E. coli 70  
[ロイシン5] エンケファリン 大腸菌  
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表 4 兵器利用に対する有用性を増大させる恐れがある組み替え微生物の特性 

 

• 抗菌薬剤に対する耐性 

• 病原性の増大 

o 新しい発病因子の発現 

o 確立されている発病因子の作用の増大 

o 微生物に対する先天性免疫応答の変化 

• 生物応答変更遺伝子の発現 

• 免疫応答変更遺伝子の発現 

• 抗原特性の変化 

o 診断用試薬による認識の低下 

o ワクチンにより誘発された免疫認識の回避 
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表 5 遺伝子組み替え微生物に遭遇した際に間違った陰性の結果を与える可能性がある診断テスト 

 

1. 免疫を利用した診断テスト 

a. 抗原検出法 

i. 免疫組織化学 

ii. 直接免疫蛍光測定法 

iii. 抗原捕獲 ELISA 

iv. 細菌凝集 

b. 抗体応答検出法 

i. ELISA 

ii. 補体結合法 

iii. 受身血液凝集法 

iv. 間接免疫蛍光測定法 

v. 血液凝集阻害 

vi. 疫病低減中和 

 

2. 生物化学に基づいた細菌同定テスト 

3. 核酸診断テスト 

a. 核酸増幅検査法 

b. 制限酵素断片長多型検出法 
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付録 II. 分子生物学技術とバイオセキュリティ 

 

序文 

 分子生物学研究は過去 10 年間に、基礎・応用研究で現在利用されている数多くの洗練された技術の開発と、

医薬品や特殊薬品の工業生産とその他数多くの応用をもたらした。この報告書に関連することとして、分子生物学

は、環境や人造構造物の中で病原体や毒素を検出したり、感染した人、動物、植物を診断、治療したり、流行・汎

流行時における病原体の動きを監視するための効果的手段を公衆衛生当局者たちにもたらした。後述するように、

その大部分が平和を追求する過程で開発されたこれらの技術は、バイオディフェンスや国際軍縮活動に携わる

人々にも役立てることができる（Zilinskas, 1999）。 

 この節は 4 つの部分からなる。第 1 部では軍縮活動の背景をかいつまんで説明する。第 2 部では、新しいバイ

オ技術の重要性を検討する。第 3部では、新しいバイオ技術がバイオディフェンスや軍縮の問題にどのようにあて

はまるかを論述する。第 4部では、今後の動向を考察する。 

 

関連の国際軍縮活動の背景 

 イラクで働く UNSCOM の査察官たちは、イラクの大量破壊兵器について詳細を明らかにすべく、さまざまな生物

学的・化学的・物理学的技術を利用してきた（Zilinskas, 1995）。本書の文脈にとりわけ関係の深い例がひとつある。

UNSCOMのチームは、アルハカムとアルマナルにあったイラクの主要生物戦生産工場が破壊される前に（Zilinskas, 

1997）、その設備と床と下水系と施設をとりまく環境から 350個のサンプルを収集した。これらのサンプルは、メリーラ

ンド州ベセズダにある米海軍医療研究所（NMRI）をはじめとする 3 つの国々の参考検査室で分析された。同研究

所の科学者たちは、免疫学的検定法（イムノアッセイ）や複製連鎖反応（PCR）といった一連の先進手法（後ほど詳

述）を用いて、15サンプルから 2つの生物戦物質、すなわちボツリヌス毒素とバシラスアンスラシス(Bacillus anthracis)

という病原体を検出した。あるひとつの陽性検査結果は重要なものだった。なぜなら、イラクが生物戦物質の生産

が行われていないと主張していた施設で生物戦物質が生産されていたことが、その陽性検査結果によって明らか

になったからだ。  

 UNSCOM は、これまで規制問題がからむ生体・化学物質の検出に現場で取り組んできた 初の国際軍縮機関

である。先々国際軍縮協定によって確立される規制適合体制の任につく者にとって、UNSCOM の経験は貴重な

ものになるといっても過言ではあるまい。たとえばその経験は、1997 年度化学兵器協定を監督する化学戦争禁止

機関に役立てることができるだろう（Tucker, 1998）。1972年度の生物・毒素兵器禁止条約（BWC）について現在協議

が進められている規制適合制度に配属される査察官にとっても有益だろう（Chevrier, 1998）。 

 

先進バイオテクノロジー技術の概要 
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 1980年代と 1990年代には、研究、開発、検査、生産のための革新的技術が数多く開発された。ただしここでは、

1990 年の事務総長報告書に記載されていなかった技術で、バイオディフェンスと軍縮にとって、とりわけ有望視さ

れる技術に的を絞る。具体的にはバイオセンサーと核酸分析法(nucleic acidanalysis)と質量分析法(mass spectrometry 

analysis)という3組である。 

 

バイオセンサー 

 一般に、測定はセンサーを利用して行う。古典的バイオプロセスで用いられるセンサーは普通、温度計や pH

メーターといった単純なものから放射免疫検定法やガスクロマトグラフィーといった複雑なものに至る分析装置であ

る。ただしここでは、ある特殊なセンサー、すなわちバイオセンサーに焦点をあてる。 

 バイオセンサーはどれも 2 つの構成部品からなる。固定化生体物質(immobilized biological material)（酵素、抗体、

全細胞など）はトランスデューサーまたは信号発生素子に結合される。この固定化生体物質が分析物に付着する

か反応すると、その結果がトランスデューサーに転送される。トランスデューサーは、生体物質から受け取った情報

を信号（電流、熱、光など）に変換する働きをする。その信号をデータ処理装置が定量化し、数秒または数分以内

（受信するデータの性質により異なる）に結果をオペレータに伝えることで反応が測定される。 

 ここで説明すべきは 2 種類のバイオセンサーである。まずは電気化学センサーである。このバイオセンサーでは、

検出分子（主に酵素）をプローブの先端に固定するか、膜組織で保持する。この検出分子が検査対象の物質と反

応すると、検出される濃度に比例して電気信号が発生する。検出分子によっては、特定の化学物質からあらゆる

化合物まで、センサーが反応する反応体の範囲を変えることができる。 

 もうひとつは免疫学的センサーであり、これは 2 つの要素、すなわち抗体と分子認識素子からなる。この抗体に

は選択的に抗原に結合する力があり、抗原となる物質は、生体分子、薬剤、バクテリア、ウイルス、細胞素材(cellular 

material)など、理論上何でもよい。抗体と抗原の相互作用は定量的に観測信号に反映される。 

 万全を期すため、上記 2種類のバイオセンサーにくわえて 3種類のバイオセンサーを簡単に説明する。これらの

バイオセンサーがバイオセキュリティや軍縮にすぐさま応用されることはなさそうだが、先々どうなるかはわからない。

まずは光センサー。これは検査溶液の中を通過する光の挙動に反応し、光の吸収や蛍光、光の拡散、分光など

の現象を記録する。使用する波長を変えることによって複数の分析物を検出できる。光バイオセンサーはとくに臨

床検査施設で役立つ。2 番目の圧電バイオセンサーでは、機械的な振動によって検出分子が分析物に反応し、

分析物の量に比例する電気信号に置き換えられる。3 番目の化学レセプターと呼ばれるバイオセンサーは、嗅覚

や味覚といった生理的機能と代謝・神経生化学的経路に関係する生体分子集合体である。甲殻類や魚類など天

然の無損化学レセプター構造体(intact chemoreceptor structure)を使用するバイオセンサーは、アミノ酸、ホルモン、ヌ

クレオチド、薬剤、毒素などに対して定量的反応を示すことが実証されている。 

 従来のセンサーを凌ぐバイオセンサーの主な利点は、結果を速やかに出せること、感度に優れること、選択性に

優れることである。たとえば産業バイオプロセス管理にバイオセンサーを利用すれば、複雑な反応をリアルタイムで
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観察でき、必要に応じて反応速度を調整することで生産性を高めることができる。環境にバイオセンサーを配備す

ることで空気や土壌や水中で汚染物の有無を検出し、その出所（工場、農業用コンバイン、廃棄物処理施設など）

からの広がりを追跡することが可能となる。技術の進歩にともない、いずれは廉価なバイオセンサーが開発され、こ

とによると 1回限りの使い捨てもできるだろう。 

 バイオセンサーにも短所とコストの問題はある。現段階では、とりわけ現場では、訓練を積んだ技術者でないとバ

イオセンサーを扱うことはできない。バイオセンサーはまた、その効力が損なわれやすい。つまり、環境の中で遭遇

した化学物質によって検出素子が壊れたりダメージを受けることがある。値段が高いうえに繰り返し使えないものも

ある。検出素子が対象物質を検出すると一方向の化学反応が起こり、使用済みの検出素子を交換しなければな

らない。 

 

核酸分析 

 あらゆる生物形態はその遺伝子構成の中に固有の配列を有しているので、理論上は、どんな遺伝子配列おい

て、その出所を判断することができる。たとえば、UNSCOM の査察官が発酵槽や乾燥剤からサンプルを収集して

適当な分析を実行すれば、出所となる生体を特定できただろう。 

 ただし実際には難しい問題もしばしば持ち上がる。よくある問題が 2つある。まず、サンプルで見つかる遺伝物質

の量が少ないことである。施設における通常の方法では普通、ミリグラム単位、ときにはグラム単位を超える分析物

が必要であり、それよりも少ないと決定的な分析は行えない。第二の問題として、自然界で発生する微生物の大半

はまだ識別・分類されていない。ごく少量の土壌サンプルでも何十億もの微生物を含んでいるが、微生物学者が

特性づけできるのはその内の 5%に満たないだろう。結果的に、環境サンプルやその他のサンプルで見つかる遺

伝物質のほとんどは不明となり、分析者をもってしてその出所を突きとめるのは困難になる。 

 サンプル分析、とくに環境サンプルの分析にともなう困難を克服するにあたっては、3 つの先進バイオテクノロ

ジー技術、すなわち PCR増幅と、RFLP分析と、リボタイピング分析(ribotyping analysis)を利用できるかもしれない。 

 PCR とは、サンプル中の遺伝物質を増幅させる方法である。つまり、1 個の DNA 配列は何度でも複製できる。こ

れまでさまざまな PCR手法が開発されてきたが（Innis, et al., 1995）、原理はどれも同じだ。まずは、プライマー(primers)

と呼ばれる一対の短い合成 DNA 配列をサンプルに加えることで PCR 反応を開始する。この合成 DNA 配列は、

増幅すべき DNA のいずれかの側の既知の配列に結合する。その後の反応の 中には、対象となる配列のコ

ピーが形成される。この反応は、DNA コピーの数が標準手法による分析にとって十分な数になるまで繰り返される。

そして通常ならば増幅された物質を電気泳動法で分離し、分離された物質を配列し、できあがった配列をデータ

バンクに蓄積された既知の配列と比較する。 

 PCR 分析の対象は DNA だけだが、この方法に手を加えれば、RNA ウイルスゲノムの RNA も増幅できる。サン

プル中に RNA が含まれていると判断できる場合は、まず 初に酵素逆トランスクリプターゼ(enzyme reverse 
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transcriptase)でそのサンプルを処理して RNAの DNAコピーを作る。そして、できあがった DNAコピーを PCRで増

幅する。 

 RFLP 分析では、DNA 配列を裂く酵素をサンプルに加え、その反応混合物を電気泳動にかけることで、さまざま

なサイズの断片を分離する。断片のパターンは生体ごとに固有であり、一般的には分析物の「指紋」、さらに厳密

には遺伝子の指紋やプロファイルと呼ばれている。分析物によって作りだされるパターンは、データベースに蓄積

された既知のパターンに比較する。RFLP なら、サンプルに含まれる物質が何であるか大方見当がつく場合に、分

析を手早く行うことが可能となり便利といえる。 

 リボタイピングは RFLP 分析のバリエーションにあたる。まずは分析者がサンプル中の細胞を溶解し、溶けた細胞

によって放たれる DNA を反応酵素を持つ断片に切断する。そしてゲル電気泳動を用いて分子量ごとに断片を区

別する。次に断片を DNA プローブで混成させ、化学発光剤を加える。断片の発光像をデジタルカメラで撮影し、

その映像を、既知の分子量の標識に照らして調整された一連のアルゴリズムを通じて処理する。  

 リボタイピングを利用するプロトタイプ機器はすでに市販されている。農業分野では、Quaicon 社（デラウェア州ウィ

ルミントン）によって開発されたリボプリンタなるものが、動物を襲う細菌性病原体の検出と識別に利用されている。

このシステムのコンピュータは、そのソフトウェアの力によって未知の生体のパターンをデータベースに蓄積された

既知の生体のパターンと速やかに比較することができる。相補パターン(complementary pattern)が見つかれば識別

は完了である。結果は自動的に印刷され、先々参照できるようにするためデータベースに蓄積される。ほとんどの

バクテリアで、分析は8時間以内に完了する（LaBudde, 1998）。 

 核酸分析手法は感度と特異性に優れる。つまり、環境標本や臨床検査標本に含まれるごく少量の DNA でも高

い精度で識別できる。ただしその実行方法は難しく、検査には慎重さが要求されるので、訓練を積んだ技術者や

科学者の助けを要する。しかも、反応を起こすには純粋で高価な生化学薬剤を使用しなければならないし、分析

にあたっては精巧な装置が必要である。これらの理由から、今のところ核酸分析法を利用できるのは特定の施設

に限られている。現場で携帯型の装置を使って日常的に核酸分析を行えるようになるには、あと数年はかかるだろ

う。しかも、データベースに記録される DNA 配列の数は急増しているが、環境の中で広範囲の微生物検出・識別

を行えるようにするには、さらに多くに DNA配列を特性づける必要がある。 

 

質量分析（MS） 

 MS は、化学者や物理学者が小さな分子を特性づけるときに用いる、確立された伝統的手法である。まずは、分

析物を荷電イオンに物理的に断片化する。荷電イオンはそれぞれ固有の質量を持つ。気相のイオンを装置の中

に注入し、電場の中でのイオンの移動距離を測定する（もしくは、イオンが一定の距離を移動するのにかかる時間

を測定する）。イオンが移動する距離やイオンが一定距離を移動するのにかかる時間は、イオンの質量に比例す

る。標本の MS シグネチャはその構成イオンの分布パターンを成し、実験的に決定された既知物質のシグネチャ
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と比較することができる。コンピュータを利用すれば、未知の物質のシグネチャとデータベースに蓄積されたシグネ

チャとの比較が効率化される（Morse, 1998）。 

 従来の MS 装置は大きく、かさばり、エネルギー効率が悪かった。しかし技術は急速に進歩している。本書に関

係する MS の改善点として、3 つの改善点をとりあげる。まず第一に、蛋白質や DNA を含む大きな分子の MS 分

析を可能にする方法が過去数年の間に開発された。第二の改善点として、MS 装置の軽量化に向けて工夫され

た結果、携帯型の装置はすでにジープなどに設置されており、現場に携行し、その場でサンプルを分析できる。

第三の改善点として、分析者による、MS 分析から得られたデータの解釈を飛躍的に向上させるコンピュータプロ

グラムが開発されている。 

 近開発された技術のなかで、MALDIは大きな分子の MS分析を可能にする技術の一例だ。簡単に説明する

と、MALDI では適当な有機物質の上にサンプルを沈積させる。次に、レーザーの形をとるエネルギーを沈積され

た物質にあてることで、物質は基質から遊離（離脱）したイオンに分離される。それらのイオンを前述のとおり装置の

中に注入する（Claydon et al. 1996）。 

 他の物質と同様、MS 分析から得られるシグネチャを正しく識別することが大切である。生物因子や毒素因子を

含むサンプルは普通、無関係の有機物を数多く含んでいるので、それらの有機物が作るシグネチャを一切排除

する必要がある。さらに、生体因子と毒素因子の化学的組成は複雑であり、それゆえシグネチャも複雑である。こう

した理由から、バックグラウンドノイズを排除し、MS 分析を経た蛋白質含有サンプルから認識可能のパターンを作

るコンピュータプログラムを作るためには、より一層の研究開発が求められる。既知のバクテリア、ウイルス、毒素の

シグネチャを蓄積する大規模なデータベースも必要になるだろう。 

 

結論 

 バイオセキュリティや軍縮に携わる者には、たとえ今すぐ利用できないとしても、先進バイオ技術を採用する心構

えが必要である。近代バイオテクノロジーは急速に進歩しており、今日の試験施設重視のリサーチ技術もさほど遠

くない将来には、現場で利用できるようになるだろう。これらの検出法によって、生物脅威から国民を守る政府の力

は増すだろうし、国際的な生物戦軍縮活動の有効性と信頼性も高まるだろう。 

 生物戦争の脅威から一般大衆を守る仕事で、民間防衛当局者が病原体や毒素をリアルタイムで検出できるセン

サーを配備できれば、高度な防護を達成できるだろう。これは、たとえば通信ネットワークの開発や治療薬や除染

装置の備蓄といった公衆衛生面での対策に関連させるべきである。軍事目的としては、前線に配備される軍隊と

後衛に配備される軍隊で、隊員の近くでエアゾル化された病原体や毒素が検出されたとき速やかに警告音を発

するバイオセンサーを各自が装備すれば、生物兵器に対する自衛能力が高まるだろう。 

 残念ながら、既存のバイオセンサーはごく少量の病原体／毒素しか検出できないし、リアルタイムで機能しない。

さらに大局的には、ほとんどの国々の政府レベルで、バイオ事件に対処するための不測事態対応計画が決定的
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に不足している。世界のほとんどの国々で、自然・人為のバイオ脅威に対する準備がととのっていないといっても

過言ではない。 

 今のところバイオ事件を事前につかむことはできないので、そうした事件の発生を告げる 初の兆しは、救急医

療病院や軍の前線応急手当所に突如大勢の病人が姿を見せるときとなる。そうなると、多分に準備のととのってい

ない民間の医療機関や軍の医療機関は差し迫った危機的状況に直面するだろうし、大勢の死傷者が出るだろう。

たとえば、炭疽菌の原因物質であるバシラスアンスラシス(Bacillus anthracis)が使われた場合には、症状が 初に現

れてから数時間以内に感染者に適切な抗生物質治療を施す必要があり、さもないと死亡率は 60%を超えるだろう

（Friedlander, 1997）。医療機関が感染者を適切に治療するには、疾病因子を速やかに特定するための手段と十分

な量の抗生物質が必要となる。 

 臨床微生物検査施設で現在用いられている方法では、結果を迅速に出すことができない。バクテリアの培養と

識別には少なくとも 24時間かかるし、ウイルスを特定するには 3週間以上、毒素を特定するには 6週間以上かか

る。公衆衛生機関は、病原体や毒素を速やかに検出し、識別するための技術を必要としているのである。過去数

年の間に新しい検出･識別技術の開発が進んでおり、実現を間近にひかえている。特に、MS 分析法の改良版と

アレー方式の応用の 2つが有望である。 

 従来の MS 手法には、そのフィールドテクニックとしての有効性を規制するような重大な欠点がいくつかあるが、

そうした不都合は前述の技術進歩によって間もなく解消されるだろう。たとえば、質量分析でバクテリアや毒素を分

析するための技術が開発されている。MS 機器・設備の軽量化が進み、現場の条件に十分に耐えるだけの強度を

備えつつある。既知の病原体・毒素を MS分析に使用し、そのシグネチャをデータベースに記録し、バックグラウン

ドノイズに照らしてシグネチャを識別するためのソフトウェアも開発されている。さらに、これらの技術進歩は一点に

集束しつつある。5 年以内には、遠隔データベース接続を介し、そこに蓄積された既知のシグネチャと現場で収集

した原因物質のシグネチャを瞬時に比較できる、生物戦物質分析専用の可搬式 MS 装置の登場を期待できる。

分析者は、環境／臨床サンプルの準備と分析を 30 分以内に行えるようになり、原因病原体／毒素を 1 時間以内

に決定的に識別できるようになる。 

 バイオ事件に対応する公衆衛生当局者や医療機関は現時点では、大発生が起きたとしても、その原因物質が

何かを知ることができない。だからこそ、単独かつ迅速な検定法でもって大量の病原体・毒素を特定できたとすれ

ば、大いに役立つ。マイクロチップのような微小形態の中で抗体などのバイオセンサーを配列（アレー）する技術は

有望といえる（Abramowitz, 1996）。マイクロチップの表面には多数の抗体を固定でき、分析物を含む溶液の中に浸

すことができる。抗体が抗原に結合すると信号が生成され、その信号はオペレータに視覚的に伝達される。抗体

－抗原の反応は特異性が高いので、その結合によって抗原は正確に特定できる。バイオセンサーアレーのキット

はすでに存在するが、サンプル準備にともなう問題がまだ残っており、この問題を解消しないことには、現場で安

心して使うわけにはいかない。ただしこの問題にしても、5年以内には克服できるだろう。 
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 原因物質の迅速な検出・識別が 優先される生物兵器攻撃のような突発的状況と違って、軍備縮小で も重要

なことは、回収したサンプルの保安とその分析の正確さである。輸送時と保管時のサンプルの安全を保証できなけ

れば、その証拠としての価値は落ちるかなくなってしまう。分析の正確さについても同じことがいえる。つまり、規制

適合の事例を審判する者がサンプル分析の正確さや明確さを確信できなければ、分析結果は証拠として認めら

れないだろう。 

 サンプルがらみの問題に対処するひとつの方法として、サンプルを収集したらその場で検査する手がある。これ

は同時にもうひとつの問題を緩和することにもつながる。つまり、施設を査察するときに、収集したサンプルに含ま

れる独占情報の安全をどうやって守ればいいかという問題である。CWC規制適合制度の査察官や、先々BWC規

制適合制度に従事する人物がサンプルを本来の場所で（in situで）分析できれば、この問題は軽減する。ただし現

場で検査を行うには、必要とされる装置や試薬や補給品のすべてを査察官が持参することになる。現場で十分な

検査を行えるようにするには、どのような材料や設備が必要になるだろう？ 

 何百もの標本を施設から回収し分析した UNSCOMの経験を踏まえると、サンプルの中に疑わしい物質がある場

合でも、それはごく少量しか見つからないだろいうということがわかる。そこで重要となるのは、査察官が PCR を

行って微小な DNA セグメントを増幅することである。増幅に成功したら、その物質を通常の免疫学的検定手順で

分析できる。ただし先に述べたように、査察官が利用できる一連の分析手法は向こう数年のうちに大幅に改善され

るだろうし、携帯型の質量分析（MS）機器の有効性も証明されるだろう。BWC 規制適合制度が確立されるときまで

に、その査察官たちがこうした技術の多くを現場で利用できるようになっていると考えたとしても決して強引ではな

い。 

 締めくくりとして、核拡散防止条約の継続や（まだ施行されていない）包括的核実験禁止条約の策定など、核兵

器拡散規制は過去 10 年間にわたり国際社会によって大きく前進した。核兵器を入手できなくなった国やテロリスト

集団は、核に代わる大量破壊兵器に、とりわけ化学兵器や生物兵器に目を向けるかもしれない。ただし、化学兵

器を手に入れるには、高価で技術的に高度な処理技術（核兵器ほどではないが）が必要となるし、専用の施設を

建造することになり、そのような施設は国をあげての技術的手段でもって比較的容易に見つけ出すことができる。

化学兵器作用物質を生産するための前駆物質は一般的なものでないため、その輸出入は、特に大量に輸出入

することは国の諜報活動や化学戦争禁止機関技術事務局を通じて発見、監視できる。核兵器や化学兵器の入手

が困難であることに気づいた好戦的な国家／懸念国家指導者の中には、生物兵器の入手をたくらむ者が出てく

るかもしれない。この節で論考、分析したように、分子生物学技術は国際体制の順守を監視し、不正な生物戦開

発を発見し、疾病の大規模な発生の原因を速やかに判断するための手段として役立てることができる。バイオテク

ノロジー全般の急速な成長と発展にともない、世界の全住民を疾病から守り、生物兵器の拡散を阻止しようとする

政府・国際機関の試みの中で、分子生物学技術の役割は確実に拡大し続けるだろう。 
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付録 III：サイバーテロと生物戦 

 

 生物戦に関連するサイバーテロでは主に、水の供給を汚染するために、水処理機構が狙われる。それには殺菌

剤の流れを遮断し、その水路に未処理の水を供給させる。水処理配給システムの運転は SCADA システムによっ

て行われるため、その安全を保障することはきわめて重要である。 

 

 

背景 

 

 SCADA システムまたはサイバーシステムに関連する水供給に影響を与える問題については、13 の事件が確認

されている（モンテレー協会 WMD テロ行為データベース、2003 年：モンテレー協会 HYDRAデータベース、2003

年）。 

 

• FBIが SCADAシステムへの攻撃の可能性を懸念していること、そして 2001年末にインフラと公安に関する地

方自治体のウェブサイトにおいて、中東からのアクセス件数が多かったことを懸念していることを、3 つの新聞

記事が広く報じた。 

 

• ウイルスや特定の目的を持たない悪質コードにコンピュータ制御システムが感染した事件が 3件報告された。 

 

• 電力会社の従業員が SCADA システムに深刻なダメージを与えた事件が 2 件報告された。そのうちのひとつ

は、SCADA システムのデータとファイルを完全に消去した。もうひとつの事件では、非常事態設定になってい

ないコンピュータから電源コードが抜かれた。 

 

• 同種の事件として 2002年のはじめに 3つめの事件が発生した。コンピュータによる遠隔水道施設制御システ

ムの不審な故障について、FBI に調査を依頼した。外部からのハッカー行為の証拠は見つからず、故障が内

部の関係者によるサボタージュによるものなのか、システムの不具合によるものなのか、オペレータの手違い

によるものなのか、結局のところわからなかった。 

 

• 外部のハッカーが関与する 4 つの事件が報告された。MSNBC は 1999 年に、ロシアのガス専売会社

GAZPROM を運転するコンピュータをハッカーが「ある程度の時間」にわたって掌握したと報じた。2001 年半
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ばには、カリフォルニアの高圧送電線網（Cal-ISO）を制御するコンピュータシステムが外国のハッカーによって

侵害されたことがマスコミで報道された。ただしこのコンピュータはシステムに完全には組み込まれていなかっ

たようで、重要制御機能には接続されていなかった。セキュリティファイアウォールはまだインストールされてい

なかった。 

 

• も広く報じられたのは、オーストラリアの廃水システムとアリゾナの水力発電所に関係する 2 件の外部ハッ

カー事件だった。 

 

o オーストラリアの事件では、廃水設備会社の仕入先にあたる SCADA 業者の元従業員が 2000

年に 10週間にわたって数回 SCADAシステムに侵入した。遠隔操作を掌握し、ポンプを遮断し

た。ポンプ基地で大規模な溢れを引き起こした 後の犯行では、海水浴場に向けて未処理の

下水を放出した。この従業員は、以前の雇い主から横領した設備とソフトウェアを使ってこの

ハッカー行為を成し遂げた。横領した設備には、SCADA システムの周波数に設定された無線

装置やコンピュータも含まれていた。このハッカーの行動は、その攻撃の比較的早い段階で発

覚した。廃水設備会社と SCADA 業者と警察の協力により逮捕され、告発され、有罪判決が下

り、1年の懲役刑に処せられた。 

 

o 1994 年のアリゾナ州水力発電所の事件では、熟練ハッカーが同発電所のコンピュータネット

ワークに侵入し、顧客勘定記録にアクセスした。アクセスされたコンピュータシステムは、同発電

所が所有するダムの下流で灌漑用水路の放水門を制御するネットワークにつながっていたが、

ハッカーは、この放水門制御システムについては何もしなかった。同発電所は州検事総長事務

局からハッカーの活動について警告を受け、同事務局と協力してハッカーの行動を追跡し、逮

捕と有罪判決に結びつく証拠をつかんだ。同発電所は事件による損害額として 40,000ドルを見

積もった。 

 

 水／廃水施設の脆弱性については、消毒用塩素ガス容器の作為的破壊の可能性も懸念すべき大きな問題で

ある。もしもこれに成功すると、化学的に大きな脅威となるだろうが（特に、盗んだ塩素ガス容器を輸送しているとき

や、水／廃水施設に向かう途中で攻撃を受けた場合に人口が集中する場所で起こる爆発）、攻撃を受けた施設

に注意が向けられ、消毒設備が妨害された事実が関係当局に伝わるので、生物学的な面での脅威には限りがあ

る。 
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評価 

 

 水供給に関連する懸念とは裏腹に、サイバーシステム攻撃の低い発生率は、攻撃者がこの方法を選択する確

率が相対的に低いことを示唆している。Lewis（2002 年）は、主に次のような理由から、サイバー攻撃に対する設備

インフラの脆弱性が誇張されていると主張する。 

• 物理的インフラは一般に信じられているよりも強固である。 

• 物理的インフラに対するサイバー攻撃の影響には限りがある。 

• インフラの管理者はシステム復旧の経験を積んでいる。 

• 水その他のインフラはこれまで天災による物理的なシステム不具合を、その影響を長引かせることなく対応し

てきたし、天災がもたらす影響はサイバー攻撃がもたらすものよりも遥かに大きい。 

 

 サイバーテロリストの脅威には基本的に、内部関係者がもたらす脅威と部外者がもたらす脅威という 2 つの側面

がある。各種の WMD テロ行為が関係する事件のこれまでの傾向は、内部関係者による脅威のほうが可能性とし

てはるかに高いことを示唆しており、これと同じことは、サイバーテロ行為が具体的に関係する事件にもあてはまる。

したがって、サイバーテロ関連（そしておそらくは総括的にバイオテロ分野）での取り組みはまず第一に、従業員を

信頼するプログラムなどを導入しながら重要コンピュータインフラへの不正アクセスを軽減することに注意を傾ける

べきである。 

 

 他方、時間と資源に限りがあるため、今のところ部外者によるサイバー攻撃については問題に対する意識を啓発

するしかない。ただし、重大な脆弱性に対処し、より多くの財源を確保できた場合、部外者の脅威に対する基礎的

な防護手段を用意すべく、ハニーポット(honey pot)などの先進メカニズムを使って SCADA をはじめとする重要コン

ピュータシステムの安全を保障しなければならない。 

 

 後に、Lewis（2002 年）と Berinato（2002 年）はサイバーテロ攻撃のことを「大量迷惑兵器」(weapons of mass 

annoyance)と表現しており、今回の評価のために収集されたデータはその考えを支持するものである。 
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付録 IV 

 

（バイオセキュリティとバイオテロ：バイオディフェンス戦略、習慣、サイエンス、第 1巻、第 3号、2003年） 

 

生物技術の進展と普及 

ロバート・カールソン著42 

 

 さほど遠くない未来に分子生物研究施設が一般家庭にできるようになるだろう。映画「スタートレック」の「トリコー

ダー」はまだ先になりそうだが、分子生物学の物理的インフラは日増しにその精巧さを増し、安価になっている。か

つて博士号レベルの研究者たちの独擅場だった研究施設での作業の多くがオートメーション化された商用機器

で処理できるようになり、人件費が削減され、生産性を増している。研究所の設備が新しい設備にグレードアップ

するにつれ、この技術はより広大な市場に向けて徐々に移行しつつある。eBay（米 大のオークションサイト）を見

れば解るように、古くてもまだ十分に使いものになる機器は販路の拡大に苦労している43。こうした要因に後押しさ

れながら技術が普及すれば、世界中のプロとアマチュアの両者にとても便利なツールが手渡されることになるだろ

う。DNA 合成・配列解読技術が身近になれば短期的なリスクをともなうことは確かであり、分子測定・操作技術の全

般的進歩によって間もなく、生体系を変化させる能力は強化され広く行きわたるだろう。そこから生じる恐れのある

ミスや危害は憂慮すべき問題を招く。すでに科学者と政治家は一様にある種のテクノロジーへのアクセスを制限し、

バイオリサーチの進路を規制し、新技術・データに関する出版物を検閲することを世間に訴えている。ただし、その

ような取り組みによって果たして安全性は増すのか、公益につながるのかというと疑問である。情報・製品の禁止は

そのままブラックマーケットに結びつくし、ブラックマーケットを監視するのは難しく、それゆえ取り締まりも困難をとも

なう。それよりも、開放的で拡張性のあるリサーチコミュニティ作りを慎重に進めたほうがいいだろう。そのほうが危機

的状況に上手く対処できるし、大学や自宅のガレージで行われる研究動向を把握することもできる。 

 

バイオテクノロジー革命を推し進める要因 

 効果的な実験ツールの開発により、緻密な分子レベルでの測定が可能になっている。本来の実験面での有用

性にくわえ、新しい測定技術からは、これまでにない生体系の扱い方が生まれている。しかも、新しい測定技術は

                                            
42 Robert Carlson, PhD, is a Research Scientist in the Department of Electrical Engineering at the University of Washington and an Adjunct 

Research Fellow at the Molecular Sciences Institute in Berkeley, California. 

43 See <http://listings.ebay.com/pool1/listings/list/all/category11811/index.html. 
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生体系を操作する手段に早変わりする。代表的技術が進歩する進展を見積もることは、生体系を取り扱う力と生体

系を操作する力が変化するスピードを説明するひとつの手立てになるだろう。 

 

 たとえば、化学的に合成された DNA 断片やオリゴヌクレオチドは、DNA の解析や遺伝子発現アレイ（遺伝子

チップ）の製造に役立てたり、遺伝子組み換えのためのさらに大きな構成概念作りに役立てることができる。成分

分子から機能的ポリオウイルスゲノム(functional poliovirus genome)が初めて作られたときは、先ごろ鳴り物入りで登場

した通信販売のオリゴヌクレオチドが利用された44。DNA 合成能力が変化するスピードは、生体系と生体情報を操

作する力の進歩を示す尺度になる。同様に、DNA 配列解読能力の進歩は、私たちが生体情報を解読する力を

示す尺度になる。ここではそうした技術を、機器であれ分子であれ、「生物技術」と呼ぶ。 

 

ムーアの法則のプリズムを通して見た技術変化の進展 

 

 図 1には、市販の機器に基づく、DNA合成・配列解読の 1日あたりの生産性の見積りが記載されている（サンプ

ル準備に要する時間を含む）。機器の世代は数世代ほどしかないので、調査に使うデータの量には限りがある。こ

れらの見積りは、変化のスピードを絶対的に定量化するものではなく、むしろ傾向の本質をつかむためのものであ

る。蛋白質構造決定に用いる数種の技術も同様の傾向を示しており（図 2）、生物技術が全体的に急速に進歩し

ていることを示唆している。参考として、マイクロチップ上のトランジスタ数が倍化する時間を説明するムーアの法則

を図 1に示す。 

 

 ムーアの法則に何かを比較するのはすでに使い古された手法だが、技術が社会経済的変化にどのように影響

するかを評価するうえで今なお有効な手段である。この比較は、チップが倍増する時間が半導体産業とコンピュー

タ産業に特有のプランニングの結果だとする所見からスタートする45。ムーアの法則は基本的に、チップ製造工場

を作るのにかかる資本費用と資源配分の相関関係である。また、過去 30 年の大部分にわたり、新しいチップ設計

能力とその設計過程で使われるチップの演算能力との間にはフィードバックがあった。 

 

 今我々は、生物技術開発にも同様の作用の始まりを見ることができる。たとえば、配列解読にあたって DNAを準

備するときには実験条件に合わせて 適化された酵素が使われるが、それらの酵素の特性づけと修正には以前

の配列解析技術が活かされている。生体内での蛋白質の相互作用を解明するため組み換え蛋白質が毎日使用

                                            
44 Cello J, Paul AV, Wimmer E. Chemical Synthesis of Poliovirus cDNA: Generation of Infectious Virus in the Absence of Natural Template. 

Science 297(5583):1016–1018 (2002). 

45 Moore, G. Cramming more components onto integrated circuits. Electronics 38(8) (1965). 
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されいるが、その情報はすでに新しい蛋白質ネットワークの設計、構築に利用されている。パイロスクエンチング

(Pyrose-quencing)と呼ばれるプロセスでは酵素が使われており46、そのパフォーマンス（図 1）は、私たちが大きなス

ケールで、さまざまな複雑さで、バイオロジーを用いて、バイオロジーを操作し始めたときに、これから何が起こるか

を知る手がかりになる。 

 

 解読済み遺伝子の総数の増加をムーアの法則に比較した者もいる。しかしこれはリンゴとオレンジを混同、比較

するようなものである。なぜなら、配列解読の総生産性は総生産能力を示す尺度であり（生産され稼動する配列解

読装置の数）、トランジスタの数は紛れもなく個々のコンピュータによって可能となる生産性向上の見込みを示す尺

度であるからだ。解読済み遺伝子の総数はむしろ、現存するコンピュータチップの総数に類似するものであり、こと

によると、それらのチップによって可能となる総演算数に類似する。生物学の研究施設で働く 1人の人間の一日あ

たりの生産性の見積りにムーアの法則を比較するのは妥当である。なぜなら 1 人の人間によってどの程度の利益

がもたらされるか、どの程度の混乱がもたらされるかはその生産性によって決まるからだ。 

 

 ムーアの法則は「一定価格の演算資源は 18 ヶ月ごとに倍増する」とも言っている。とりあえず、十分な技能を有

する労働者の人件費がこれまで一定に保たれていたと仮定し、図 1の縦軸の単位、すなわち「1名によって 1日に

合成、解読される塩基」は、資源費用の測定基準に一致し、その資源費用はこの場合明らかに人件費である。な

お、これはかなり控えめな仮定である。かつて博士号レベルの経験が要求された現場の実験テクニックが、わずか

な訓練しか受けていない技師でも扱える自動化されたプロセスに置き換わるにつれ、配列解読にともなう人件費

は実際には下がっている（以下参照）。個人が発揮できる能力は過去 15年にわたって劇的に向上している。 

 

 Celera の民間企業がヒトゲノムをあれほど速く解読できた第一の理由は、配列解読の生産性が急増したからだ。

処理速度が遅いマシンを多く買う金はいつでも用意できた（何といってもこれは、公的資金によるゲノムプロジェクト

のための原案だった）。しかし、その活動と購入した低速マシンを走らせるための人件費は、民間プロジェクトにとっ

てあまりにも高くついた。そこに新しい技術が登場し、新しいアプローチをつかむチャンスが訪れ、Celera がその

チャンスをつかんだわけである。配列解読機器が十分にオートメーション化されてサンプルを載せることだけが労

働者の仕事となり、さらに 1 人の人間が数台のマシンの管理し、すべての仕事を短時間で片づけられるようになっ

たときにはじめて、営利重視の取り組みが実現可能となった。1台のコストが高かったから、機器の数を 小限に抑

えるには、高度に集約化された配列生産施設が必要だった。このインフラは、「チップファブ(chip fabs)」と呼ばれる

マイクロチップ製造工場のそれに似ている。 

 

                                            
46 Ronaghi M. Pyrosequencing Sheds Light on DNA Sequencing. Genome Research 11(1):3–11 (2001). 
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 ただし、マイクロチップの生産に用いるプラズマエッチャーや蒸着システムと違って、配列解読装置は日用品に

近いので、今ある集約モデルが生物技術の未来にあてはまるかどうかは定かでない。これに対し、生物学上の発

見とそれを可能にする技術との間にはこれまでのところフィードバックがほとんどなかったので、低コストで高機能の

機器が広く流通する見込みが高い。配列解読装置はすでに研究施設で普及しており、より速く、より廉価な機器

の需要は、はっきりと現れている。 

 

 さらに重要なこととして、生物技術の長期的な流通と開発は、経済的問題の制約をさほど受けない。ムーアの法

則は、理解できる多大な資本費用と、その著しくコンスタントな挙動を大いに決定づけた予測される既存技術の改

善に基づく予想だが、バイオロジーの進歩は、新しい技術への相継ぐ移行によって体現される。これらの技術はど

れも分子生物学を受け継ぐものだが、ツールとしての実用化の形はそれぞれ異なり、それぞれ独自の科学的・経

済的影響を持つ。たとえば、遺伝子発現チップの登場はかなりの市場価値を持つ新しい産業分野を生みだした。

組み換え DNA、ゲル・毛細管配列解読、単クローン抗体などもこれと同様の結果をもたらした。そして、チップファ

ブのコストはこれまで 1施設あたり 10億ドル程度にまで達し、先々増加する見込みだが、バイオ製造・配列解読の

コストは今後減少する一方で、それには十分な根拠がある。実際、配列解読の継続コスト（試薬などの消耗品）は

図 1の期間にわたって急激に低下してきた47。Landerらは『ネイチャー』誌で、配列解読の総コストが 2000年までの

10年間で 100分の 1に減少したと述べており、コストは 18ヶ月毎におよそ 2分の 1に減少していることになる48。今

のところデータに限りがあるが、配列解読・合成の総コストが急激に低下していることだけは確かといえる（図3）。 

 

 これらの傾向、すなわち新しい技術への相継ぐ移行と能力の拡大とコストの低下は、続きそうだ。図 1 の簡単な

測定基準を使用し、商用シーケンサーが入手可能になった 15年の間に、手間がかかるゲルスラブ式機器(gel slab 

based instruments)から、高度にオートメーション化された毛細管電気泳動方式装置(capillary electrophoresis based 

machines)を通じ、部分的に酵素を利用するパイロシーケンシングプロセスにまで技術は進歩した。これらの手法は、

配列の多数のコピーを化学的に分析するやり方である。現在、個々の細胞のゲノムを速やかに読み取ることを目

標に、分子の物理的特性をダイレクトに測定することによって一度に 1 つのコピーを読み取ることを目指す新しい

技術の開発が進められている。たとえば、小さな孔49を通じて DNA を電気泳動するときの塩基間のサイズの違い

に起因するイオン電流の差を測定する技術や、原子力顕微鏡を使って引き離された二重鎖 DNA が開くときの相

補塩基間の力の差を測定する技術などがある50。物理的方式による配列解読技法はこれまで個々の分子の取り

                                            
47 Editorial. Genome Technology, 2001. 

48 Lander ES, et al., Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature 409(6822):860–921 (2001). 

49 Meller A, et al. Rapid nanopore discrimination between single polynucleotide molecules. PNAS 97(3):1079–1084 (2000). 

50 Bockelmann U, Thomen P, Heslot F. Unzipping DNA with High Sequence Resolution. European Biophysics Journal 29(4–5):249 (2000). 
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扱いで特有の技術的困難に直面してきたが、生体系に応用される多様性を増す測定技法からは今後、高速検出

配列解読が可能な方法が生まれるだろう。 

 

合成・配列解読の今後の見通し 

 図 1に見られる大まかな曲線外挿（そのタンジェントと対照をなす）は、2010年まで一人の人間が 1日に～1010個

の塩基を解読／合成できるようになるであろうことを示唆している。この生産性の見込みを、ヒトゲノムの中にある 30

億の塩基（3 x 109）に比較するといいだろう。このような生産性レベルはオートメーション化によって技術的には可能

かもしれないが、コストが妨げとなって到達できないかもしれない（図 3 参照）。たとえ実際の技術開発が現在の傾

向を維持できなくとも、オートメーションと統合を目指す意欲は今後確実に続き、流通は拡大されるだろう。数ある

商業活動の目標は、とりわけ魅力的な「チップの上に載せられた研究室」を作ろうとするものである。この種のツー

ルは、配列／発現分析でサンプルの準備や合成後の精製にともなう手間がかかる作業でとくに効力を発揮する。

たとえば、いわゆる「マイクロ診断」企業のひとつ Cepheid 社は間もなく、GeneXpert Platform の販売を開始する。

GeneXpert Platformはサンプルの準備、精製、病原体 DNAの検出まで行い、何日もかかったサンプル分析が数分

に短縮される51,52。このようなことが可能になれば、科学者や臨床医師、初期対応者、疫学者、生物兵器の査察官、

生物兵器の製造者は皆等しく感謝するだろう。 

 

 このような設備の開発はまだ初期段階にあるが、もうひとつの重要な技術移行になる見込みがあり、場合によると

図 1 に見られる傾向の実現を助長するだろう。これらの傾向が続けば、贅沢なヒトの繁殖をかんがみても、10 年以

内には研究施設の 1人の人間が 1日 8時間の作業時間で地球上のすべての人間を説明するすべての DNAを

何度も繰り返し解読、合成できるようになるかもしれない。あるいは、1 人の人間が自分自身の DNA を数秒間で解

読できるようになるかもしれない。 

 

 心躍る数字ではあるが、個々のヒトゲノムの配列解読になぜ数分以上もの時間がかるのかを説明する物理的な

根拠はない。10億の塩基を数千秒で解読するには個々の塩基をわずか 1マイクロセカンドで照会する必要がある

が、それは数ある物理的システムが持つ測定能力の範囲内に十分に入っている。たとえば、廉価なディスクドライ

ブでも、すでに磁気領域の状態を毎秒 10 億回程度読み取ることができる。記憶媒体も成熟技術のひとつではあ

るが、今後可能になる生体系との関わり方を示す指標にもなる。分子やカーボンナノチューブのような小さな物体

                                            
51 Jones M, et al. Rapid and Sensitive Detection of Mycobacterium DNA using Cepheid SmartCycler and Tube Lysis System. Clinical 

Chemistry 47(10):1917–1918 (2001). 

52 MT Taylor PB, Joshi R, Kintz GA, Northrup MA. Fully Automated Sample Preparation for Pathogen Detection Performed in a 

Microfluidic Cassette. Micro Total Analysis Systems, pp. 670–672 (2001). 
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を撮影・操作する刺激的な新技術が毎週のように登場しており、かつて想定されていた限界はことごとく風化して

いる。図 1は、個々の酵素がいかに速く DNAをコピーできるか、そして個々の酵素の活動を物理的に測定するハ

イブリッド技術によってとてつもなく速い配列解読が可能になるかもしれないということを物語っている53。ただし、ス

ピードがどんどん増し続けても、配列解読能力はある地点で、有用性の漸近線に達するだろう。つまり、どれくらい

速ければ十分に速いといえるか？である。 

 

 これは、高速配列解読技術の開発努力をどれくらい長く続けるのが賢い投資かという疑問を提起する。 大の課

題は感度といえる。バイオロジーは 1 個の細胞の世界であり、生体系をプログラムしなおしたり数多くの疾病に対

処する我々は、そういったレベルで仕事をしなければならないのである。癌はそうした疾病のひとつといえる。普通、

癌にかかるのは全器官／組織ではなく、偶発的な変異や環境の変化、感染などによってその発達経路から外れ、

暴れ出す 1個の細胞である。同様に、末期的症状に至らしめるには攻撃が同時に多発しなければならないが、感

染症の多くは基本的に、個々の病原体が個々の細胞を攻撃することから始まる。自然・人工の新しい病原体に関

心を寄せる科学者や臨床医師にとっては明らかに懸念材料だ。今研究の現場に登場している技術では、増幅工

程を省いて 1 個の細胞のゲノムを解読できないし（多数の学術研究所・企業は間もなく可能になると請け負うが）、

かなりのエラーを持ち込むのはこの増幅工程である。現在のテクノロジーのほとんどは、とくに蛋白質相互作用の

判定に応用されるテクノロジーは、大量の細胞を必要とし、そこから得られるデータは、それらの細胞の平均を示

すものである。同様に、細胞の代謝・プロテオミック状態の調査も大抵は大規模なサンプルに限定される。 

 

 技術開発の方向がどうあれ、向こう 10年間に個人のものになる合成・配列解読能力は驚くべきもので、生体系操

作の作業は大いにはかどるだろう。機器 1 台ずつコストは、同様の日用品の傾向をたどりながら減少するだろうし、

これは、生物技術インフラが方々に行きわたるであろうことを意味する。たとえばこの傾向は DNA シンセサイザー

の部品に現れている。そのほとんどが管類と既製電子機器回路である DNA シンセサイザーの部品は、今なら

10,000 ドル程度で購入できる。組み立てにかかる手間と金額は車やコンピュータに興味を持つマニアの手間・金

額と大体同じで、DNAシンセサイザーを組み立てるための部品リストと設計情報はオンラインで入手できる54。 

 

 配列を DNA シンセサイザーにダイレクトにダウンロードするためのインフラはすでに存在するが、DNA シンセサ

イザーを持っているからといって、新しい生体を作れるわけではない。今ある化学シンセサイザーで作れるのは

DNA の一部分だけである。全部そろった遺伝子を組み立てるには創意工夫と慎重さが要求されるが、その技術

                                            
53 Braslavsky I, et al. Sequence information can be obtained from single DNA molecules. Proceedings of the National Academy of Sciences 

USA 100(7):3960–4 (2003). 

54 <http://innovation.swmed.edu/Instrumentation/mermade_oligonucleotide_synthesi.htm. 
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はすでに学術文献の中で説明されている。さらに、そのような組み立て作業を日常化しようとする大きな経済的動

きがあり、必要な製造情報を厳選し、ロング合成 DNA配列(long synthetic DNA sequences)の需要の拡大に便乗すべ

く数多くの企業が資金を調達している。企業の多くは、インターネット上に提出された配列に基づき、合成 DNA を

メールで提供しているが、そうした企業すべてが順序づけされた配列を既知の病原体や生物毒素の配列に照らし

て選別しているわけではない55。病原体や毒素からの営利目的による DNA 合成を制限するため細心の注意を

払ったとしても、企業がその事業の過程で開発する化学的な秘訣や機器が社屋の壁の中にとどまり続けることは

ないだろう。 終的には、自宅で組み立てた機器を使って合成を効率よく行えるようになるだろう。化学 DNA 合成

に使う一部の試薬は規制対象物質であり、その事実によって、自宅のガレージで合成することが普及する進展は

間違いなく遅くなるだろう。しかし、たとえ複雑な化合物の合成を規制したところで不正な生産を首尾よく阻止でき

るわけでないことは歴史が証明している（以下参照）。合成のためのテクニックは実際、すでに方々に行きわたって

いる。 

 

スキルと材料の普及は不可避 

 DNA をゼロから記述するための情報はもとより、インターネットには標準的な化学・分子生物学テクニックを案内

する情報が豊富に用意されており、とりわけ、PCR（複製連鎖反応）やその他の重要 DNA 操作手順については詳

しい明細が提供されている。スキルの中には高度に特化されたものもあるが、基礎的なノウハウの教育は浸透しつ

つある56。コミュニティーカレッジはここ数年の間、バイオ技術産業に有能な技術者を提供するための学習過程を

用意してきた。適例を紹介しよう。ホワイトヘッドゲノム研究協会センターの配列解読施設が 1990年に設立されたと

きには、主に博士号を持つ科学者たちが雇われた。時がたつにつれ、博士号は徐々に修士号に置き換えられ、

学士号に置き換えら、準学士号に置き換えられた。現在、職員の多くは、地元のコミュニティーカレッジで 6 ヶ月の

資格検定コースを修了した者や、同協会で初歩的な技能を身に付けた先ごろのチベット移民で占められている57。

彼らは、DNAを含むバクテリアを別の生体から作る方法など、サンプルから配列情報にいたる DNAの取り扱い手

順について一通り教育を受ける。この点は繰り返す必要があるだろう。つまり、遺伝子組み換え生体作りは今では、

正式な教育をほとんど受けていない移民の仕事になっている。ハイスクールの AP バイオロジーの学生は、もっと

高度な実践的知識を学べる。未来に目を向け、いくつかの大学ではエンジニアクラス向けの分子生物学を教えて

いる。学部生から博士課程修了者にいたる学生たちが新しい遺伝回路の設計と検査に取り組むマサチューセッツ

                                            
55 John Mulligan, Personal Communication. 

56 Carlson R. Open-Source Biology and Its Impact on Industry. IEEE Spectrum 2001. 

57 Carrie Sougnez, Personal Communication. 
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工科大学のクラスは、こうした傾向の限界を探るものといえる58。優秀な設計は生体パーツのデータブックに掲載さ

れる59。 

 

 設計の専門知識が実地の経験を上回るところでは、シンプルなレシピに従って生体から生体にかけて遺伝子を

移動させるキットが市販されている。クッキーを焼くよりはやや複雑な作業ではあるが、ワインやビールを造るよりは

簡単である。このように生物技術が普及すると当然、どうやって応用すればいいかという疑問が生じる。遺伝子操

作が果たす役割と細胞クローニングの応用についての議論は始まったばかりである。 

 

 ことによると、研究活動の規制と、どの生物技術の取り扱いを誰に許すかについて議論することのほうが重要かも

しれない。ただし、材料やスキルを規制したところで公安が向上するとは思えない。バイオテクノロジー業界の熟練

労働者の需要は過去 10 年間に 14～17%増加したが、その多くは海外から来た労働者で占められている60。そうし

た労働者たちのすべてが我が国にとどまるわけでなく、この国を去る労働者たちはいずれ別の場所で自分たちの

スキルを活かすことになると言っても差しつかえあるまい。ある種の手順の実践を制限すると決めても、我が国や他

国ですべての熟練労働者を集中的に監視することなどできないであろう。不正使用を防ぐためにスキルを「忘れさ

せる」ことなど到底できないし、スキルの普及を制限するような行為は、生物技術に依存している米国経済にダメー

ジを与えるであろう。 

 

 恐らく、スキルの普及よりも厄介な問題は、どこででも手に入る材料かもしれない。米国の禁酒法の時代にアル

コールの蒸留が流行したことや近代的な違法薬物合成研究所の急増は、薬物を禁止することが結果的にブラック

マーケットを生むという原理を明らかにしており、ブラックマーケットの監視と規制は自由市場のそれよりも困難だ。 

 

 効果的な規制は効果的な施行に基づくものであり、効果的な施行には効果的な発見手段が必要である。米国

における違法薬物生産の広がりと、これまで違法な生物兵器生産の発見に失敗してきたことは、発見手段と施行

の難しさを表している。米国では 2001 年におよそ 8,000 件のアングラ薬物研究所が差し押さえられたが、そのほと

んどは 1 日当たりの生産高が 5 キログラムに満たない家内操業だった61。相当な数が差し押さえらているが（過去

10年間概ね一定水準を保っている）、違法薬物使用は今なお明らかに増えている62。西側諸国の諜報活動が旧ソ

                                            
58 See <http://student.mit.edu/searchiap/iap-4968.html and <http://web.mit.edu/synbio/www/iap/. 

59. See <http://biobricks.ai.mit.edu/. 

60 Sevier ED, Dahms AS. The role of foreign worker scientists in the US biotechnology industry. Nature Biotechnology 20(9):955–6 (2002). 

61 <http://www.dea.gov/concern/drug_trafficking.html. 

62 <http://www.dea.gov/statistics.html. 
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連やイラクの大規模生物兵器プログラムの存在を暴けなかったことで63、施行と発見手段の不首尾が実証されたが、

これは、生物技術に関係のあるミスや危害がもたらすリスクを、規制を通じて緩和できるとする考えに真っ向から疑

問を投げかけるものである。 

 

 生物技術の潜在的な力を考えた場合、自由市場が規制とともに必然的に出現するブラックマーケットよりも望まし

いかどうかを考えることは有意義だろう。ブラックマーケットは根本的に、規制の手が届かないところにある。さらに

重要なことは、この場合に、ブラックマーケットが不透明なことである。 

 

 普及する生物技術の本当の脅威は、その開発や使用そのものにあるのではなく、害を受けるかもしれない人々

の知らないところで、生体系が偶然にか故意に操作されるかもしれないということである。そこには極めて多くの母

集団（人、動物、植物）が含まれるため、私たちには、世界中でどのような実験が行われているかについて知識や

情報をできる限り多く集める必要がある。残念ながら（当然のことだが）、2001 年の秋に起きた炭疽菌攻撃のような

事件の際には治安維持のための初期の対応手段として、皮肉なことに、そうした情報の収集能力がしばしば制限

された 22。 

 

規制に関する誤った期待 

 生体系操作に役立つ技術の普及を差し迫った脅威とみなす人々がおり、研究の速度を緩めるべきである、ある

いは、場合によっては全面的に回避すべきであるという激しい論争が起こっている。「精霊を瓶の外に出す」（瓶か

ら出してくれた人の願いごとをかなえるイスラム神話の精霊）は、ほかの分野で何年もの間声高に叫ばれてきた普

遍的問題であり、バイオリサーチに警笛を鳴らすものである。 

 

 この議論では、説得の手段として核技術と生物技術の比較が好まれて使われる。核技術の開発と拡散を制限す

ることに成功したことは、生物技術でも同じような偉業を達成できるという意味合いで引き合いにだされる。しかしこ

のような主張は、核／放射線兵器で使われる核分裂性物質を禁止することと、生物技術やバイオロジーそのもの

を禁止することの倫理面での違いはもとより、物流面での違いを考慮していない。 

 

 これまで核兵器開発の規制に成功してきたのは、核分裂性物質の入手を規制することが幸いにも比較的容易

だったからである。しかし、初歩的な兵器作りに必要な知識と道具は、過去数十年にわたって方々に行きわたって

いる。物理・工学大学の卒業生で基礎的な機械工場に出入りできるほとんどの者が、多少の努力で、初歩的な核

装置を作ることができる。従って、核装置作りは理論的には十分に実現可能なわけだが、原材料は安易に手に入

                                            
63 Pearson GS. How to make microbes safer. Nature 394(6690):217–8 (1998). 
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らないため、物理的には、たとえ知識があっても困難である。しかし、バイオロジーの原材料はこれまでいつも簡単

に手に入り、学校や産業界は、強力で方々に広まった技術を通じて生体系を操作するためのスキルを学生たちに

身に付けさせている。スキルはすでに広く行きわたっており、今後も広がる一方だから、生体系の操作やリバース・

エンジニアリングはより簡単で一般的になるであろう。こうした傾向を変えようとしても、規制の面からできることはほ

とんどない。 

 

 厳重な規制が確実な防衛措置となるのであれば、それは考慮する価値が十分にある。しかし規制は本質的に破

られ易い性質を持っており、多くは全面的禁止ではなく取り締まりの形をとる。どんな類の犯罪であれ、これまで法

律で禁止することで解消した犯罪はない。この観点から、生物技術を規制した場合に、どれほど多く規制が破られ

るかをを考えなければならない。また、懲役などの罰則で違反を十分に阻止できるだろうか？生物技術の乱用が

もたらすダメージを考えると、そのような制裁で社会に対する罪の償い、つまり、刑事司法制度の基本原則が成り

立つとはとても思えない。そのダメージは常に罪を犯した者に下される刑罰を上回る可能性を持っている。こうした

事柄を考えると、規制と施行の試みがもたらす安全に対する違反のリスクと重大性をはかりにかけることになる。し

かし、この脆弱な安全よりも重大なのは強制的無知の危険かもしれない。 終的は、生物技術によって引き起こさ

れるダメージを覚悟するかどうかではなく、生物研究活動全体の先々の進路を制限することで、果たしてミスや危

害の結果に対処できるようになるのかどうかを判断しなければならない。準備不足のリスクを負う覚悟があるのかど

うか決心しなければならない。 

 

 現在米国では先手を打って、生物兵器としての利用を阻止するため、多数の病原体の基礎生物学研究を制限

することを求める声があり64、病原体の所有と輸送は愛国者法によって犯罪行為として規定された65。このアプロー

チの大きな問題は、病原体の基礎生物学が変化しないものと仮定していることではなく（自然の変化や人為的介

入により変化する）、自然の病原体のすべてを登録済みだと決めつけていること、既知の病原体や未知の病原体

を検出し打ち負かすノウハウをすでに獲得していると決めつけていること、不法者たちが病原体や毒素を操作する

方法を独学で習得できないだろうと決めつけていることである。これらの仮定は明らかに間違っている。HIVから M. 

tuberculosis、P. falciparum（マラリアを引き起こす）にいたる病原体はすでに、かつて有効だった治療をかいくぐる形に

進化している。新しいヒト病原体は絶えず出現しており、それは、SARS がそうであったように、すぐに見つかったと

しても治療方法を開発するには長い時間がかかる。前世紀には、政府や独立組織がこぞって生物兵器を開発し

使用した。天然・人工の新たなバイオ脅威の出現は不可避であるにもかかわらず、我々自身の研究活動を制限す

                                            
64 Knight J. Biodefence boost leaves experts worried over laboratory safety. Nature 415(6873):719–20 (2002). 

65 Check E. Law sends laboratories into pathogen panic. Nature 421(6918):4 (2003). 
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れば、そうした脅威に対して無防備になるだけである。今の経済的・政治的枠組の中で関係情報へのアクセスを

首尾よく制限できると考えるなら、認識が甘いというほかない。 

 

 インターネットにおけるピアツーピアのファイル共有を制限しようとする昨今の取り組みから明らかなように、今日

の情勢で情報の流れを徹底的に止めようとするなら、強制隔離のような手段をとるしかない。つまり配線を外し、無

線通信を遮断する。このような取り組みの難しさに挫折した音楽複合企業は、壊れたファイルでファイルサーバー

を溢れかえらせる手段に訴え（カモフラージュ）66、トレーダーのコンピュータに先制攻撃を加える法的権限に訴え

た（サボタージュ）67。 

 

 音楽業界にとって、カモフラージュもサボタージュも情報規制に対する長期的な解決にはならないだろうし、生物

技術を規制しようとする同様の取り組みはよりいっそう困難なものになるだろう。精巧さを増す生物技術が世界中に

広がるなか、情報・機器規制を維持する試みは無駄な努力に終わるだろう。 

 

 先端の研究・機器開発は、輸出規制が行われているアメリカなどの高度先進工業国で行われるかもしれない

が、ほかの国々は生物技術の幅広い国内利用に向けてスキルの土台作りを進めている。中国は植物バイオテクノ

ロジーの分野で意欲的な政策を持っており、2002 年現在で、2005 年までに資金を 400%拡大するつもりでいる68。

中国の民間企業でもこれと同じ積極的投資が行われており、国の学術施設は、海外で教育を受けた科学者たち

を有利な融資パッケージで誘っている69。インドは、国営バイオ技術センターへの財政援助を 3倍に増やそうとして

おり70、アジア全体を通じて遺伝子操作された農作物の開発と利用を促している71。シンガポールでは長年にわた

り、海外の科学者をリクルートすることがひとつの習慣になっている72。台湾はバイオテクノロジーに多額の投資を

                                            
66 Chmielewski DC. Music industry swamps swap networks with phony files, in San Jose Mercury News (2002). 

67 Bridis T. Senator favors really punishing music thieves, in Chicago Tribune (2003). 
68 Huang J, et al. Plant Biotechnology in China. Science 295:674–678 (2002). 

69 Breithaupt H. China’s leap forward in biotechnology. EMBO Report 4(2):111–3 (2003). 

70 Taylhardat AR, Falaschi A. Funding assured for India’s international biotechnology centre. Nature 409(6818):281 (2001). 

71 Jayaraman KS. India promotes GMOs in Asia. Nature Biotechnology 20(7):641–2 (2002). 

72 Singapore attracts foreign talent. Nature 394:604 (1998). 
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行っており73、学術・産業界でバイオテクノロジーを増進すべく同国国民を呼び戻そうとしている74。ブラジルの連合

体は2000年に植物病原体 X. fastidiosaの配列解読に成功し、高度な生物技術の国内利用を示した。75 

 

 これらの開発動向を個人の能力向上とコスト低減の状況にあてはめて考えれば、公式に認可された国の中で生

物技術を隔離することができるとする考えは現実性に欠ける。たとえそのような制度が実施されても、対象となるの

は既に特定の技術を持っている国々であろう。技術を開発し所有する者の手から技術を取り上げようとしても、

我々はほとんどなす術がないのである。将来的に 良の戦略は、あらゆるレベルの取り組みを開放的な環境の中

で奨励することである。 

 

やるべきこと（やるべきでないこと） 

 もしも規制が役に立たない選択肢であるばかりでなく、セキュリティの妨げにすらなるなら、これから訪れるリスクを

緩和するにはどうすればいいだろう？目標ははっきりしている。つまり研究所におけるミスと生体材料から作られる

兵器におけるミスの両方に対処し、理想的には、それらの脅威を問題になる前に解消することだ。 

 

 我々の生物学知識から迅速な検知・分析・対応手段が用意されるようになるまでには、あと何十年もかかるかもし

れない。幸運にも、技術とスキルが完全に浸透するまでに、我々が準備を整えるための時間がある。その間に、劇

的に向上したコミュニケーションと集中的な技術開発を通じて、セキュリティ向上のための土台を作ることができる。 

 

 焦点を当てるべき３つの課題 

1）研究活動と情報の流れを規制しようとする衝動に屈してはいけない。不意に発生する脅威の中で無知によって

救われる者は誰一人いないだろうし、生物技術の進歩のペースと急増を考えれば、脅威が起こる見込みは今後

増加するであろう。我々が直面する 大の脅威のひとつは、我々が何もしないで様子をうかがっている間に進むリ

スクである。病原体の働きやそれを操作する方法について、私たちが持てる知識の限界を押し広げなければ、当

然我々は不利な立場に立たされる。要するに、我々が砂の中に頭をうずめさえしなければ、風の中の様子は容易

に把握できる。 

 

                                            
73 Swinbanks D, Cyranoski D. Taiwan backs experience in quest for biotech success. Nature 407(6802):417–26 (2000). 

74 Cyranoski D. Taiwan: Biotech vision. Nature 421:672–673 (2003). 

75 Simpson AJ, et al. The genome sequence of the plant pathogen Xylella fastidiosa. The Xylella fastidiosa Consortium of the Organization for 

Nucleotide Sequencing and Analysis. Nature 406(6792):151–7 (2000). 
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2）アマチュアとプロの双方の活動に通じるには、研究者で構成されるオープンなネットワークを作るのが一番であ

る。オープンソース・ソフトウェア（OSS）を見本にし、その初期段階には政府の後援を受けるといいだろう。このオー

プンソース・ソフトウェアと呼ばれる開発コミュニティーは、絶えずコミュニケーションを行い、豊富な無償のアドバイ

スを糧にして繁栄している。プロのバイオハッカーもこれと同じような情報交換を行っており、すでにインターネット

上ではアマチュアバイオハッカーの間で知れ渡っている 14。これは、現在の研究動向を分散的に把握するチャン

スになる。何か新しいことを試みる者は同僚のアドバイスを必要とし、仕事の成果を少なくとも部分的には公表する

だろう。ソフトウェア開発者たちが頻繁に利用するオンラインフォーラムで不法者に進んで非難を浴びせたことから

もわかるように（Slashdot, Kuro5hin, etc）、特定の個人／集団の取り組みが水準の低いものであったり公益を脅かすも

のであったりした場合、人々は躊躇せず発言する。従って、バイオ脅威に対抗する 善の防衛手段は、あらゆるレ

ベルの研究者からなる開放的なネットワークを創造、維持し、そうすることで、世界の動向を監視する目と耳の数を

増やすことである。 

 

3）残念ながら人的な情報収集能力で当面の課題を処理することはできないので、広範囲の環境モニタリングを可

能にする技術を開発すべきである。バイオ脅威を発見する 善の方法は、バイオロジーそのものを遺伝子組み換

え生物の形で利用することである。多くの場合、空中偵察や衛星偵察などの遠隔操作による探知技術を使って監

視できる化学兵器や核分裂性物質の生産・配備と違って、バイオ脅威の存在を 初に告げるものはわずか数個

の細胞や分子かもしれない。これくらい少量でもすでに致死量であり、物理的な手段で見つけるのはきわめて困

難である。一方、環境の中に分散されたサベイランスバグ（surveillance bugs:見張り微生物）を使えば、少量の細胞／

分子を遠隔操作による探知技術で測定できる信号に変換できるかもしれない。その生体はある種の信号に対し繁

殖するか、スクーリングやフロッキングの動きを変えるか、物理的な外観を変化させる。検出体（detector platforms）とし

てバクテリア、昆虫、植物、動物などが考えられる。すでにこの目的に向けて形質転換した縞模様の魚76や線虫77

が生産されており、バクテリアにおける信号変換経路を利用して任意の分子を検出する汎用システムの生産でも

ある程度の進歩が見られる78。 

 

 ここに提唱する目標はどれも小さなことではない。過去 50年にわたり分子レベルで生体系を理解するため、すで

に多額の費用が使われており、その多くは感染症撲滅の名目で行われてきた。この取り組みを通じて疾病の診断

                                            
76 Amanuma K, et al. Transgenic zebrafish for detecting mutations caused by compounds in aquatic environments. Nature Biotechnology 

18(1):62–5 (2000). 

77 David HE, et al. Construction and evaluation of a transgenic hsp16-GFP-lacZ Caenorhabditis elegans strain for environmental monitoring. 

Environmental and Toxicological Chemistry 22(1):111–8 (2003). 

78 Looger LL, et al. Computational design of receptor and sensor proteins with novel functions. Nature 423(6936):185–90 (2003). 
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と治療は大きく前進したが、我々は今日、この取り組みをさらに強めるべきである。我々は、付随するミスや危害を

修正する力を欠く一方で、生体系を操作する力が普及する時代に突入した。こうした状況の中で安全とセキュリ

ティを維持するには一致団結した取り組みが必要であり、手始めとして、政府による具体的かつ集中的な研究開

発投資が必要になる。「20時間で効果を発揮する微生物」は「6～8週間で効果を発揮する微生物」より華々しいが、

たとえそれが 10 年以上先でも、後者のほうが現実的なタイムラインだし、政府によって組織、後援される活動の努

力目標になるであろう。 

 

 マンハッタン計画やアポロ計画など、技術を迅速に開発しようとするこれまでの政府の取り組みは、その大部分

は閉鎖的であり、当時としてはそのような形をとることに十分な理由があった。しかしそれとは別の時代に生きる

我々は、既存の研究開発ネットワークを活かした開放的な取り組みを考えるべきである。これはより強固で、持続性

があり、分散型のセキュリティと経済的利点をもたらす戦略になり得る79,80。また、マンハッタン計画とアポロ計画はい

ずれも閉鎖的で一元的に統合されていたが、その構造はかなり異なる。アポロ計画は人々の目の前で行われ、そ

の失敗はそのまま空に舞う煙と破片として記録された。一方マンハッタン計画は有刺鉄線の内側で行われ、米国

政府と軍部の中でその存在を知る者はほんの一握りだった。生体系操作の方法を理解することを目指す研究活

動にとって、これは理想的なモデルではない。この研究活動が公然と、調べたいと思う人々が調べられる形で進め

ることを我々は主張すべきである。 

 

 我々が今後生物技術の成果を、そのメリットが何であれ、把握できるようにするには、遍在的測定（ubiquitous 

measurement）と人々のネットワークの組み合わせの形をとるしかない。ソ連は過去数十年間にわたり、生物兵器の

研究、試験、生産で何万もの人々を使った81。その間ソ連は西側諸国の諜報機関の第一のターゲットであったが、

あれほどの規模の生物兵器プロジェクトであったにも関わらず、その存在を証明する決定的な証拠は得られな

かった。1990 年代初期にイラクで開発、配備された生物兵器の規模も衝撃的なものであった82。もっとまとまりのあ

るプロとアマチュアからなる全世界的規模のコミュニティーなら、もっと早い時期に、もっと正確に警告を発すること

ができたであろう。 

 

                                            
79 Carlson, op. cit. 

80 Carlson R and Brent R. Letter to DARPA on Open Source Biology, October 2000, 

<http://www.molsci.org/_rcarlson/DARPA_OSB_Letter.html. 

81 Alibek K, Handelman S. Biohazard: the chilling true story of the largest covert biological weapons program in the world, told from the inside 

by the man who ran it. 1st ed. 1999, New York: Random House. 

82 Seelos C. Lessons from Iraq on bioweapons. Nature 398(6724):187–8 (1999). 
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 開放的で分散型の研究者ネットワークは、本来持っている情報収集能力のほかに、技術開発のための強固で

柔軟性に富む人材を提供するだろう。この人材は、脅威に対する素早いリアクションと、新しい化合物／生体の組

み立てを含む対応行動の開発に役立てることができるだろう。 近の SARS 大発生のときには、そのようなシステ

ムの兆しが見られたが、これをさらに充実させる必要である83。オープンソース・ソフトウェアの教訓として、草の根レ

ベルでスタートした分散型の技術開発でも、 終的にはある程度の集約的リーダーシップと調整が必要になる84。

これはしばしば強い意志を持つ人物によって行われるが、作業の調整を図り、資金を集めて分配し、結果を広く伝

えることを目的に組織された独立財団によって行われるケースも増えている85。 

 

 オープンソース・ソフトウェアの数十年の経験では、バイオ脅威対応の基礎となる組織モデルとして不十分と考え

る者もいる。 良のモデルは実際、生物学そのものの歴史の中で発見されるかもしれない。アポロ計画の焦点を

当面の課題に移すために、学者たちの間で行われてきたオープンな議論の伝統と試薬やバイオストックの共有を

強化し、採用すべきであったかもしれない。成果や資料の秘蔵は断じて阻止されるべきであり、実際、情報とストッ

クの共有は必要である。これらのガイドラインが、仲間の圧力を増すためだけであるなら、法的効力を持つ文書に

書くのが賢明かもしれない。いかにもこれは自己規制の形に見られるかもしれないが、上からの規制のもとで出現

するブラックマーケットではなくむしろ自由市場を背景とした状況の中にある。これらの取り決めは、自発的参加に

よってともすると入手が困難な情報／試薬へのアクセスが容易になり、その結果として参加を奨励するような構成

になるのもよいが、自立した活動を規制することはあってはならない。新しい財団や既存の財団がこれらの取り決

めに着手すれば、オープンソース・ソフトウェアのような協調行動を生みだすことができるかもしれない。生物学界

にもすでにこの種の構造がある程度存在しており、米国癌学界、Wellcom Trust、Bill and Melinda Gates 財団などは会

議や機関誌、物的なインフラ、特定分野の研究活動に資金を提供している。 

 

 後に、アマチュア、学者、産業のを基礎とした状況の中でオープンソースの組織原理を奨励する一番の根拠

は、そこから生まれる技術がより強固で欠陥が少ないことである86。この目標はほかのどこよりも、遺伝子レベルで生

物を操作する新興企業において重要である。オープンソースバイオロジーを統合するための国際ネットワーク作り

は、今後セキュリティを改善するための 重要の措置なのかもしれない。 

 

                                            
83 Pearson H, et al. SARS: What have we learned? Nature 424(6945):121–126 (2003). 

84 For a very readable introduction to the structure of the Open Source community see <http://www.theinquirer.net/?article_10114 and 

<http://www.theinquirer.net/?article_10222. 

85 For example, <http://www.mozillafoundation.org/. 

86 Ball P. Openness makes software better sooner. Nature Science Update June 25, 2003, <http://www.nature.com/nsu/030623/030623-6.html. 
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結論 

 生体系を操作する能力は急速に向上しており、それは必然的に、関係技術をどう応用するかという問題や、それ

がもたらす危険に関して問題を提起する。率直な意見として、その危険は現実的で重要である。我々はこれを脅

威と見ることも、好機と見ることもできる。脅威に対する対処のしかた、普通それが実現する可能性を低くするするこ

とであり、それはしばしば規制という手段を意味する。ただし、生物技術を厳しく規制する論旨は誤った認識を与え

る可能性があり、危険である。起こり得る危険に対する懸念は、生物技術がもたらす建設的な効果に扉を閉ざすこ

とではなく、研究と教育を拡大することで対処すべきである。 

 

 科学と技術の発展を規制するとことは短期的に重大な過ちを引き起こし、結果的に、自然／人為の脅威に対処

する力を阻害する。研究を規制すると、ミスや危害に対する十分な備えができなくなる。筆者の言わんとすることは、

規制にメリットがないということではなく、これまでがそうであったように、規則や規制によって問題は解消されないと

いうことである。生物技術が持つ力を考えると、安全を長期的に保証する唯一の方法は、研究開発をできるだけ速

やかに推し進めることだ。 

 

 我々は、できるだけオープンな環境を維持し、生体系を理解、または修復することができないにも関わらず、生体

系を操作することができるという考えからいち早く脱却すべきである。そのような力を向上させることで、新しい自然

の病原体を速やかに診断し、治療するのにも役立つであろう。生体系を操作する能力と、生体系を検出し、理解し、

修正する能力との間には技術のずれがあり、そのずれはできるだけ早急に解消しなければならない。科学や技術

の規制や禁止によって前途が容易になることはない。暗闇の中では行く手を見ることも、進路を判断することもでき

ず、自然・人為の危険との衝突を避けることはできない。 

 

 本書で考察した議論の結果に関わらず、目覚しい変化が起こる状況は整っている。我々は明らかに、生体系を

理解すること自体から、新しい生物学をベースとした技術を生み出す時代に入っている。さらにこれらの技術は新

たな洞察と技術をもたらし、生体系を理解し操作する力をより一層高める。さらに有能な技術の需要は広く深く、機

器が高性能で低価格な傾向が続けば、生物技術はなお一層日用品化されるであろう。それによってもたらされる

幅広い流通は、発見と発明をより一層加速するだろう。 
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図1. この半対数プロットでDNA合成と配列解読はいずれも、少なくともムーアの法則（上向きの三角形）と同じくらい速く増加している。残りの

点はそれぞれ、各機器での前処理とサンプルの取り扱いにかかる時間によって定義された、1名の人間が複数の機器を作動させながら1日8時間に

処理できるDNAの量である。配列分析にかかる時間はこれらの見積りに含まれていない。比較のため、1日8時間を基準に、大腸菌DNAポリメ

ラーゼIIIの1個の分子がDNAを複製する凡その速度が示されている（水平の破線）。 



 

 － 146 － 

 
 

構造のための平均時間 

プロテイン構造までの見積り時間 

（隔離／生産、結晶化、データ収集、 

構
造
の
た
め
の
平
均
時
間

 

構
造
の
た
め
の

短
時
間

 

年 

図2. 蛋白質構造決定の所要時間の劇的向上は、生物技術の生産性拡大に向かう全般的傾向を証明するものである。蛋白質構造を見つけるた

めの技術の多くは、別目的のバイオロジーの中で幅広く利用されている。組み換え蛋白質を収集、結晶化し、X線データを取り、構造モデ

ルを作る時間の未加工の見積りは、Richard Yu（分子化学協会、カリフォルニア州バークレー）が、自らの経験と結晶学者5名の調査に基

づいてまとめた。それらの見積りから、蛋白質構造を見つける 短時間と平均時間を計算した。各ステップの所要時間は蛋白質に応じて大

きく異なることがある。たとえば、結晶化を成功させるには数時間ないし数ヶ月かかる。構造までの平均時間の見積りと構造までの 短時

間の見積りとの差は、生産性を絶対的に定量化することの難しさを例証している。 
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解読される塩基あたりのコスト 
配列解読と合成の塩基あたりの
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図3. 合成および未処理配列解読（raw sequencing）の塩基あたりのコストの大まかな見積り。 

入手可能のデータには限りがある。合成コストの見積りはBlue Heron BiotechnologyのJohn Mulliganから。史的配列解読コスト（Historical costs）

は一般に文献で入手不能であり、連邦政府の財政援助を受けるゲノムセンターによって公表されておらず、概してその入手は驚くほど困難であ

る44。（1）Lander et al.から6、（2）Dan Rokhsar、UC Berkeleyから、（3）現在の凡その通商レート。 
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付録V：国連安全保障理事会指定のイラクにおけるデュアル・ユースの装置の管理 

 

 

下文は国連安全保障理事会1991年10月2日付文書S/22871/REV.1から抜粋された生物デュアル・ユース装置に関

する条文である。 

 

 

安全保障理事会決議687（1991年）第C条の関係部分に対する 

イラクの順守を今後継続的に監視・検証するための計画 

安全保障理事会の報告書 

 

II. 計画 

A. 範囲 

 

13. イラクは安全保障理事会決議687（1991年）を無条件で承諾し、下記を使用、保持、所有、開発、建造または入

手しないことを約束した： 

（a）化学／生物兵器または原因物質の備蓄または関係するサブシステム／構成部品または研究／開発

／支援／製造施設； 

（b）射程距離が150キロメートルを上回る弾道ミサイルまたは発射設備を含む関係主要部品、または修理

／生産施設。 

 

14. これらの約束をイラクが守ることを保証するため、特別委員会は決議687（1991年）および107（1991年）に従い、軍

用・民生用の両方の活動、用地、施設、材料その他の品目が決議687（1991年）および707（1991年）に基づく同国

の義務に違反する形で同国によって使用されないことを、査察を通じ、上空飛行を通じ、さらには同国からの情報

提供を通じて、監視、検証する。 

 

15. このため本計画と同計画の必須部分を構成する付録に記載された規定を適用する。 

 

D 生物品目に関係する規定 

 

34. 本書と付録IIIとに記載された微生物および毒素、装置および施設は、人、動物または植物に作用する生物・毒

素兵器に関係する目的で利用できる。したがってこれらを、決議687（1991年）で禁止された生物・毒素兵器または
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関係品目をイラクに使用、開発、生産または入手させないようにするため、以下の追加規定に従い監視と検証の

対象とする。 

 

35. イラクは、安全保障理事会による本計画の採択から30日以内に、そしてその後定期的に、付録IIIに従い下記に

関する情報を特別委員会に提供する： 

（a）1983年度世界保健機関（WHO）試験所バイオセーフティ便覧の分類に従いリスクグループIV、IIIまた

はIIの条件を満たす微生物の取り扱いや毒素の取り扱いが行われる用地／施設、または前記微生物か

ら引き出される毒素または遺伝子の遺伝物質情報の取り扱いが行われる用地／施設； 

（b）バイオセーフティレベル4（BL4）またはP4、バイオセーフティレベル3（BL3）またはP3もしくは同等の規

格など、1983年度WHO試験所バイオセーフティ便覧で指定される「 大格納試験所」か「格納試験所」

の条件を満たす試験所（設備）を有する用地／施設、ならびにそうした格納能力を具備すべく建造また

は改築されている用地／施設； 

（c）各個で10リットルもしくは総計して40リットルを上回る容器を使用しながら発酵や微生物／毒素を生産

するためのその他手段が行われている用地／施設； 

（d）毒素の大量備蓄またはリスクグループIV、IIIまたはIIの条件を満たす微生物の大量備蓄のための用

地／施設； 

（e）ワクチン生産のための用地／施設； 

（f）付録IIIの第1項で指定された設備その他の品目のための研究、開発、試験施設またはその他支援／

製造施設； 

（g）リスクグループIV、IIIおよびIIの条件を満たす微生物、毒素およびワクチン、ならびに関係する装置・

施設の輸入その他の入手または輸出、関与する供給／受け取り国を明示すること。, specifying the supplier 

or recipient countries involved. 

 

36. イラクは、安全保障理事会による本計画の採択から30日以内に、そしてその後定期的に、特別委員会に下記

を提供する： 

（a）リスクグループIV、IIIおよびIIの条件を満たす微生物や毒素に関係する作業に従事する用地／敷地

によって出版または作成される、理論的性質を持つ文書を含む、科学的・技術的性質を持つ全文書の

一覧。イラクは要請に応じ特別委員会に前記文書一式を用意する。リスクグループIV、IIIおよびIIの微生

物に関係する純粋に診断的性質を持つ文書は除く； 

（b）リスクグループIV、IIIおよびIIの条件を満たす微生物と毒素への全取り組み、ならびに環境への微生

物／毒素の放出のために行われる全取り組み、または前記放出に結びつくプロセスのために行われる

全取り組みを記す明細、関与する用地／施設を明示すること。 
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37. イラクは付録IIIに従い特別委員会に対し、通常のパターンに当てはまらないか当てはまらないと思わしき、また

はリスクグループIVおよびIIIの条件を満たす微生物によって引き起こされる人、動物または植物に作用する感染

病の全事例、ならびに毒素によって引き起こされる同様の出来事の全事例について、情報を提供する。 

 

38. イラクは： 

（a）上記第35（q）項で言及された品目を、付録IIIに従い特別委員会に事前に届け出ることなく輸入しない。

例外として、ワクチンの緊急輸入は特別委員会に対する届出と同時に行ってよい； 

（b）軍事組織に雇われていない民間職員による活動を除き、微生物・毒素の分野で活動を行わない。軍

事組織に雇われていない民間職員による活動は公然と行い、機密扱いや秘密のプログラム／活動は許

されない。軍事組織は、軍事組織に雇われていない民間職員による活動に携わる用地／施設をその管

理下に置いたり所有したりしてはならない。予防や治療の目的で軍事組織がこの活動に関与する必要

がある場合、イラクは、その毒素、微生物ならびに所要量、それらを使用する用地／施設、ならびに使用

の目的を正確に明記する請願書を特別委員会に提出する。特別委員会はその請願書を審査し、決定

を下し、同委員会が決議687（1991年）と調和するとみなす特別措置を制定する； 

（c）同国の特有の疾病や同国の環境の中で突発するという差し迫った見込みがある疾病を除き、疾病に

関する活動を行わない； 

（d）人、動物または植物の疾病のベクターの繁殖を行わない。イラクが前記活動を行う必要がある場合、

イラクは、その所要条件と、繁殖させるベクターと、活動が行われる用地／施設と、活動の目的とを正確

に明記する請願書を特別委員会に提出する。特別委員会はその請願書を審査し、決定を下し、同委員

会が決議687（1991年）と調和するとみなす特別措置を制定する； 

（e）イラクは、バイオセーフティレベル4（BL4）またはP4や同等の規格として指定された施設など、1983年度

HO試験所バイオセーフティ便覧で指定される「 大格納試験所」の条件を満たす試験所（設備）を有す

る施設を一度に2件以上所有しない。イラクは、BL3またはP3や同等の規格として指定された施設など、

「格納試験所」の条件を満たす試験所（設備）を有する施設を一度に3件以上所有しない。イラクがさらに

多くの前記施設を必要とする場合、イラクは正確な所要条件を明記する請願書を特別委員会に提出す

る。特別委員会はその請願書を審査し、決定を下し、同委員会が決議687（1991年）と調和するとみなす

特別措置を制定する； 

 

39. 付録IIIには、生物品目に関係するさらなる規定が記載されている。 
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付録III 

 

生物品目に関する規定： 

 

1. 下記一覧には、生物・毒素兵器の入手または生物・毒素兵器能力の入手に関係する設備その他の品目が記載

されている： 

（a）リスクグループIV、IIIおよびIIの微生物と毒素のための検出／検定システム； 

（b）バイオハザード格納設備； 

（c）生きた微生物をマイクロカプセルに封入するための設備； 

（d）リスクグループIV、IIIおよびIIの微生物を成長させるための自然培地； 

（e）バイオリアクターと発酵のための容器； 

（f）組み換えデオキシリボ核酸（DNA）、その分離、特性づけまたは生産のための設備・試薬、合成遺伝

子組み立てのための設備・試薬； 

（g）生体物質を環境に放出するための設備； 

（h）微生物／毒素の空中生物学的特性を研究するための設備； 

（i）人、動物または植物の疾病のベクターを繁殖させるための設備； 

 

2. 本計画の第35および36項のもと、安全保障理事会による本計画の採択から30日以内に提供される 初の情報

の取り扱い範囲は、1986年1月1日からの期間におよぶ。それ以降の情報は毎年の1月15日と7月15日とに提供され、

その取り扱い範囲は当該情報が提供される前の6ヶ月間におよぶ。本計画の第38（a）項のもとでの届出は輸入の

60日以上前に行う。 

 

3. 第D条および本付録のもとでイラクが提供しなければならない情報が無に等しい場合、イラクが無回答する。. 

 

4. 本計画の第D条のもとで提供される各用地／施設に関する情報は下記を含む： 

（a）用地／施設の名称、ならびに施設を運営する所有者、会社、または企業の名称； 

（b）用地／施設の所在地（住所、 寄の秒に対する地理座標、具体的な建物・構造物の番号、より大き

な複合施設内での施設の位置を含む）； 

（c）用地／施設とその活動の財源と金額； 

（d）用地／施設の主たる目的； 

（e） 大格納試験所（設備）または格納試験所（設備）の数と規模を適宜含む、保護水準； 
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（f）微生物、毒素またはワクチンの種類と量、ならびに本付録第1項で指定された設備その他品目を記載

した一覧を適宜含む、活動の範囲と明細； 

（g）輸入されたり、用地／施設の利用のため一義的に分離されたり、輸出されたりする微生物・毒素、設

備およびワクチンの一覧、関与する供給／受け取り国を明示すること。 

 

5. 本計画の第35（g）および38（a）項のもとで提供される輸入に関する情報の取り扱い範囲には下記が含まれる： 

（a）1983年度WHO研究施設バイオセーフティ便覧の分類に従いリスクグループIV、III、およびIIの条件を

満たす微生物と毒素、ならびに前記微生物から引き出された毒素／遺伝子の遺伝物質情報； 

（b）1983年度WHO研究施設バイオセーフティ便覧の分類に従いリスクグループIVおよびIIIの条件を満た

す微生物、前記微生物から引き出された毒素／遺伝子の遺伝物質情報、ならびに毒素またはワクチン

を生産、利用または貯蔵するための設備・施設； 

（c）量が100キログラムを超えるリスクグループIVおよびIIIの条件を満たす微生物を成長させるための自然

培地； 

（d）生きた微生物をマイクロカプセルに封入するための設備； 

（e）本計画の第35（a）項および本付録の第1および5（a）項で指定された品目の設計、開発、使用、製造ま

たは支援に関係する訓練や技術支援サービスのための職員または材料； 

 

さらに前記情報はイラクへの輸入のたびに下記を明示する： 

（a）微生物、毒素またはワクチンの種類と数量； 

（b）本付録の第1項で指定される設備その他品目の数量； 

（c）微生物、毒素、ワクチンその他の品目の輸出国と具体的な輸出者； 

（d）イラクに入るときの通関手続き地／港と時間； 

（e）それを使用する用地／施設と使用の目的； 

（f）イラクにおける具体的な輸入組織の名称； 

 

6. 本計画の第 37項のもとでの情報は、事件発生から 7日以内に提供し、文書 BWC/CONF.III/23/IIの信頼醸成措

置(confidence-building measures)に関する付録の第 III節に含まれる標準書式を適宜に利用する。 

 

 

7. イラクは、細菌使用（生物）毒素兵器の開発・生産・備蓄禁止とその破壊に関する協定の当事者国第三回再検

討会議で取り決められた、情報・データのやり取りを含む、信頼醸成措置に関する合意に従い同国が国連軍縮問
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題局に提出した宣言書と情報とデータの写しを、毎年の4月15日より前に特別委員会に提供する（文書

BWC/CONF.III/23/IIと信頼醸成措置に関する同書付録）。 
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付録VI：技術用語解説87 

アミノ酸—さまざまな組み合わせで互いに結合しペプチドまたは蛋白質を形成する 20 の有機化合物のいずれか。 

抗体—異物（抗原）に攻撃されたときに生体の免疫防衛機構によって作られる固有の蛋白質分子。抗体が抗原に

結合することで抗原は中和される。 

抗原—生体の中に入ったときに免疫防衛反応を誘発させる物質。生きた微生物や化学物質の多くは、しかるべき

状況の中で抗原になることができる。 

抗血清—抗体を含む血清。 

応用研究—有用な製品／能力を開発、生産、利用するため科学的知識を応用する方向で進められる実験的／

理論的作業。 

細菌（バクテリア）—核を欠き形質膜細胞壁を持つ単細胞生物。バクテリアには好気生物と嫌気生物があり、病原

性のものはごくわずかに過ぎない。DNA のほとんどを 1 個の長い環状分子（染色体）の中に保存するが、

プラスミド（宿主から独立して自己複製する小さな円形の 2 本鎖 DNA 分子）を含むこともある（後述する

「プラスミド」参照）。 

バクテリオファージ（ファージ）—バクテリアを攻撃するかバクテリアに定着するウイルス。バクテリオファージは特異

的であり、ある一種類のファージは一種のバクテリアだけを攻撃する。 

基礎研究—特定の応用を目指さず、現象や観察した事実の根本原理をつかむために行われる実験的／理論的

作業。 

バッチ（回分）培養—発酵槽（少量の初期養分を含む閉ざされた培養システム）の中で起こる発酵過程。選ばれた

数個の微生物を培養物に植種し、生命維持に必要な養分が使い果たされるか、蓄積する廃物が微生物

の成長の妨げにならない程度にまで放置し繁殖させる。発酵が終わったら発酵槽から培養物を取り除き、

液体の培養基から微生物（バイオマス）を分離する。そのバイオマスが所望の物質であれば定式化する。

培養基の中で溶けたバイオプロダクトが所望の物質なら、それを下流行程で処理する。 

生物情報学—ヒトゲノムや非ヒトゲノムの遺伝子配列解読といった活動から得た大量データの分析・管理に情報技

術を応用するもの。 

                                            
87 This Glossary is adapted from the one presented in the 2003 CISTEC report by deleting some molecular biology terms and adding terms 

related to dual-use equipment. 
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バイオセイフティ—生物やその部分が関わる活動で、有害作用のリスクを減らすための警戒対策や予防措置を守

ること。 

バイオセキュリティ—研究、開発、試験、応用など、生物学的活動にともなう危険から人、動物、植物が免れるよう

にするための活動。生物剤や毒素の偶発的／意図的被曝がもたらす損害を防ぐため政府が講じる措置。 

バイオテクノロジー—生体やそこに含まれる物質を利用し、農業、産業、医療目的で原材料から製品を作ったり原

材料に手を加える一連のプロセスと技術。 

能力—特定の科学的技法／技術を創造したり応用したりする力。 

触媒—それ自体は形状や量を変えることなく、化学反応の速度に影響を与える物質。 

細胞培養—植物や動物から取り出された細胞の培養における繁殖。 

クローン—共通の祖先から無性的に派生した遺伝的に同一の細胞／生体群。クローン生体の場合、その生体を

構成する細胞はどれも同じ遺伝物質を持ち、元となる細胞とまったく同一の複製である。 

クローン作成—遺伝子工学を利用して 1つの遺伝子または DNAセグメントから複数の複製を作ること。 

連続培養—培養物に養分を連続的に加え、バイオマスを構成する細胞を取り除くことで加えられた物質の均衡を

保ちながら安定状態を達成する開放発酵システム。 

培養—管理された人工環境の中での細胞や微生物の増殖。 

サイトカイン—抗原を見つけた宿主の免疫防衛機構（主に初回抗原刺激を受けた T 細胞）によって放出される、リ

ンフォカインやモノカインなどの蛋白質。インベーダーに対する免疫防衛反応の一部であるが、シトキン

は、それを作る宿主に対し有毒／有害作用を刺激することもある。 

データベース—1 つまたは複数の用途に分かれたデータの集合であり、1 つまたは複数の電子コンピュータの中

に物理的に配置され保守される。 

開発—低位または簡素な形態から高位または複雑な形態に向けて徐々に前進すること。特定の製品／能力の実

現や改善に向けて科学的・技術的知識を応用するプロセス。 

DNA—デオキシリボ核酸の略。あらゆる生体の中に見られる遺伝情報の担体（少数 RNAウイルス類を除く）。継承

される特性はどれも生体の DNA相補のどこかで暗号化される。 
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DNAシンセサイザー–「ヌクレイン酸シンセサイザー」参照。 

酵素—生物の化学過程に触媒作用をおよぼす細胞によって作られる特殊な蛋白質。 

酵素免疫測定法（ELISA）—少量のウイルス病原体や抗ウイルス抗体を識別、定量化する高速・高感度の手段。 

大腸菌（E.coli）—一般に人の腸管下部に存在するバクテリアの一種であり、人以外のほとんどの脊椎動物の腸管

にも存在する。一部の株は病原性で、尿管の感染症や下痢を引き起こす。試験所での実験ではしばし

ば非病原株が使われる。 

発現— RNAによって遺伝子の DNA配列が蛋白質に変換されること。. 

発酵—3 つの目的、すなわち（1） 大限のバイオマス生産；（2）アルコール、抗生物質、有機酸、蛋白質などの副

産物（毒素を含む）の効果的生産；（3）廃棄物処理などでの 大限の養分消費のいずれかを達成するた

め、閉ざされた容器の中で酵母、バクテリア、または糸状菌を成長、繁殖させる無気性バイオプロセス。

発酵方法には回分培養と連続培養の 2つがある（上記参照）。 

分留—混合物質を含む溶剤から化学的／物理的方法で分離された化学剤／化合物。 

菌類—葉緑素を欠き固い細胞壁があることから植物から区別される真核原生生物類を指す総称。真菌の大半は

酵母と糸状菌だが、キノコ、サビ菌、黒穂病菌も含む。糸状菌は、ペニシリウムなど食物で成長する多数

の真菌類を代表する。酵母は普通そのライフサイクルのほとんどを単細胞で通し、菌科、子嚢菌、担子菌、

不完全真菌に属する。病原性酵母はカンジダ属を含む。 

機能的ゲノム学—メッセンジャーRNA レベルや蛋白質レベルでの発現プロファイルなど、ゲノム機能の全体像を

つかむ研究。 

遺伝子—遺伝の根本単位。化学的に見た場合、遺伝子は、特定の物質を暗号化するか特定の機能をつかさどる

順序づけられたヌクレオチドからなる。遺伝子は、体の構成要素（蛋白質）のためのレシピであり、青写真

であり、命令群である。個々の遺伝子はそれぞれ異なる蛋白質を暗号化し、生体はその全遺伝子の

終成果物である。1 つの遺伝子につき 1 つの蛋白質、かくして体は作られる。事実人体は、推定 30,000

～40,000種の遺伝子の発現である。 

遺伝子組み換え— DNAにおいて化学結合を裂き改修する部位固有の酵素を使って組み換え DNA配列を作る

こと。 
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遺伝子工学—生きた細胞の遺伝器官を変えてより多くの薬剤または異なる薬剤を作るための一連の技術。遺伝

子の化学合成、組み換え DNA や組み換え RNA の作成、細胞融合、プラスミド伝達、形質変換、形質

移入、形質導入などがある。 

ゲノム—生体の遺伝子・染色体一式。 

ゲノミクス—ゲノムの位置づけ（マッピング）と配列と分析を行う学術分野。ゲノミクスには 2 つの側面がある。ひとつ

は、高解能の遺伝学的、物理学的、生体転写マップを作る構造的ゲノミクスである。もうひとつは、構造的

ゲノミクスで得た情報をもとに、遺伝子機能を評価するための実験的アプローチを開発する機能的ゲノミ

クスである。 

危難、不測性—作用因や物質が、通常の使用状況のもとで直接的／短期的な悪影響や怪我を引き起こす見込

み。 

HEPA（高性能空気）フィルター—自由市場で容易に入手でき、航空宇宙、生物医学、電子、核の諸分野で利用

される効率性に優れるフィルタ。定義上、0.3ミクロンの汚染物質を 99.97%捕らえることができる。 

HGP（ヒトゲノムプロジェクト）—「ヒトゲノムプロジェクト」参照。 

宿主—その代謝が、ウイルスやプラスミドやその他外来DNAの成長・複製に利用される細胞。 

宿主ベクター系—外来 DNA を宿主細胞に安定的に導入するために利用される融和性のある宿主／媒介体の

組み合わせ。 

ヒトゲノムプロジェクト（HGP）—米エネルギー省は 1986年に、ヒトゲノム計画という総称のもとで数種のプロジェクトの

支援を開始した。国立衛生研究所がこの活動に加わった後、ヒトゲノムプロジェクトの名で知られるように

なった。その主たる目標は、ヒトゲノムを構成する数千もの遺伝子を 2003 年までに特定し、その情報を

GDB に記録することである88。ヒトゲノムプロジェクトにおける遺伝子マッピングとは、染色体における遺伝

子の位置と遺伝子間の距離を判定することを指す。付随的目標として、DNA 検出・分析のための新しい

技術や機器も開発する。 

ハイブリドーマ—腫瘍細胞（骨髄腫）と抗体を産する細胞（リンパ球）とを融合させて作る特殊な細胞。培養された

ハイブリドーマは特定の単クローン抗体を大量に産出する。 

                                            
88 See footnote # 57 and Section 4.1.2. 
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感染—病原体が宿主の中に侵入し定着すること。 

感染性の—感染を起こす力があること。他の生物に広がること、または広がる力があること。 

知的所有権—特許、商標、企業秘密、著作権、植物新種保護にまたがる法律分野。 

インターフェロン—抗癌剤・抗ウイルス剤としての可能性を持つ、1950 年代に発見されたシトキンの一種。アルファ

（IFN-α）、ベータ（IFN-β）、ガンマ（IFN-γ）の3種が知られている。 

In vitro—字義どおりには「グラスの中」の意。人工的環境の中、通常は検査室の中で起こる生物学的プロセス／反

応に関係する。 

In vivo—字義どおりには「生体の中」の意。細胞や組織などの生体系の中で起こる生物学的プロセス／反応に関

係する。 

マクロファージ—宿主によって産出される白血球の一種であり、侵入する微生物その他の物質を包み込み消化で

きる。 

新陳代謝—生体内で、食料を複雑な生化学物質に合成し（同化）、複雑な生化学物質を単純な化学物質に転換

し（異化）、生体の機能や生殖のためのエネルギーを用意する、化学的・生理的プロセスの総体。 

代謝物質—ある種の生体の代謝に不可欠の物質、または代謝の物質。 

微生物—バクテリア、真菌、原生動物、ウイルスなど顕微鏡で観察される生物。 

ミクロン—1メートルの 100万分の1。 

単クローン抗体—ハイブリドーマによって産出される抗体であり、特定の抗原だけを認識する。 

ムーアの法則—インテル社の会長兼 高経営責任者が予定されているゴードン・ムーアの名にちなんだもので、1

つの集積回路に詰め込まれるトランジスタの数が、当該技術が出現した 4年前（1965年）から 1年毎に倍

増したとするもの。ムーアは 1975年にこれを 2年毎に修正したが、一般には 18ヶ月とされる。この傾向は、

現在の平板印刷技術をもってして無限に続かないし、10～15 年以内には限界が見えている。ただし、ナ

ノエレクトロニクスにバトンタッチすれば、この傾向は続くかもしれない。 

罹患率—疾病の相対的発生率。 

裸のDNA—短いDNA分子。分子に含まれる塩基が 100に満たない場合はオリゴヌクレオチドと同義。 
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ヌクレオチド—DNA と RNA を構成する基礎的分子。DNA を構成するヌクレオチドはそれぞれ、燐酸糖基デオキ

シリボースに結びつく 4つの核酸（アデニン、グアニン、シトシン、チミン）のうちのひとつを構成する。RNA

を構成する核酸はそれぞれ、燐酸糖基リボースに結びつく 4 つの核酸（アデニン、グアニン、シトシン、ウ

ラシル）のうちのひとつを構成する。 

核（DNA）酸シンセサイザー—所望のヌクレオチド塩基配列を持つ短い人工的なポリヌクレオチドまたはオリゴヌク

レオチドを自動的に作る機械。 

オリゴヌクレオチド—短いDNA分子であり、通常は 100未満の塩基を含む。 

病原体—疾病を引き起こす生体。 

病原性の—疾病を起こすこと、または疾病を起こす力があること。 

ペプチド—アミノ酸の線状重合体。多数のアミノ酸からなる重合体をポリペプチドと呼ぶ。 

プラスミド—バクテリアの中に存在する自己複製する小さな円形の DNA 形態。組み換え DNA 実験で外来 DNA

の受容体としてしばしば利用される。 

プラスミド移植—遺伝学的／物理学的操作を行って外来プラスミドを宿主細胞の中に導入すること。 

ポリマー—反復サブユニットの線状または分岐状分子。 

ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）—分析目的で数千ないし数百万の遺伝物質の複製を手早く作る検査室技術。 

生産—一連の製造工程を通じて原材料を製品や製品の部品に変えること。 

プロテオミクス— 並行ゲノムを指す造語プロテオームの研究（上記「ゲノミクス」と比較せよ）。したがってプロテオー

ムは生体内の蛋白質の総体である。（蛋白質を構成する単なるアミノ酸の配列と違って）蛋白質が折り重

なる様子は蛋白質の挙動を知る重要な手がかりであり、モデル化するのはきわめて困難である。現在で

はスーパーコンピュータと分散コンピューティングを利用している。 

リアルタイム—プロセスに関する情報を速やかに提供することで、プロセスの実行中でもオペレータはその結果を

変更できるようにする、システムの特徴。 

組み換え DNA —（rDNA）出所の異なる DNAの部分を結合して作るハイブリッドDNA。 
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制限断片長多型（RFLP）—制限酵素と呼ばれる特異性 DNA 切断酵素を用いて 2 つの個体における DNA の差

異を見つける方法。遺伝研究の「標識」遺伝子としてしばしば利用される。 

リスク—ある種の活動に従事するか危険物質にさらされる人または集団の怪我、疾病、死亡の見込み。数値項（分

数）や質的項（低、中、高）で表されることがある。 

リスク・マネージメント—規制措置を通じてリスクが低減されるか否か、あるいはリスクがどの程度低減されるかを判

断するプロセス。通常は、経済的、倫理的、法律的、政治的、社会的要因を考慮に入れながら、リスク評

価から得たデータに基づいて決定を下す。 

RNA（リボ核酸）—リボ核酸の略。メッセンジャーRNA、移転 RNA、リボソーム RNA の 3 形態が見られる。DNA 配

列の遺伝情報からその相補蛋白質への変換に貢献する。 

安全な—危険に脅かされないこと、または害、怪我、リスクを免れること。 

安全性—危険から守られること、恐れや不安を免れること、諜報活動やサボタージュや不測の事態を防ぐため政

府が講じる措置。 

血清研究—抗体と抗原との相互作用を頼りにその関連性を確証または否定する試験所免疫学的手順。 

単一ヌクレオチド多形態（SNP）—遺伝的変異の一種。DNA分子における単一塩基での変化をなす安定的変異。 

合成—生体による合成物の産出。 

テクノロジー—製品を設計、生産、製造したりデータを作成するための、ノウハウと組み合わされた科学的・技術的

情報。 

脅威—通常は望ましくない、あるいは危険な、差し迫った何かを示唆するもの。その本質により、あるいは他者との

関係により、他者の幸福を脅かすもの。 

毒薬—農薬などの有毒物質（「毒素」と比較せよ）。 

毒性—有毒の特性、または物質の有毒レベル。 

毒物学—有毒化学物質とそれが生体系におよぼす影響を研究する学術分野。 

毒素—バクテリア、真菌、植物、昆虫、哺乳動物などの生体によって産出され、抗体の形成を誘発しうる有毒性有

機性化学物質。有毒性毒素のほとんどは、バクテリアを起源とする蛋白質である。バイオテクノロジーの
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進歩により、いくつかの蛋白質毒素は、培養の中で産業用菌株に適切な処理をほどこすことで生産でき

る。将来的には、ペプチド合成を使って非蛋白毒素とその類似体を合成できるようになるだろう。毒素は

「中間スペクトル」因子と呼ばれることがあるが、これは毒素が生体と化学物質の間にあるものとして分類さ

れることを意味する。（「エンドトキシン」と「エキソトキシン」も併せて参照せよ。） 

毒性学—生体によって産出されるか生体内で蓄積される毒性物質と、その特性と、関係する生体にとっての生物

学的意味合いを調べる研究。したがって、動物、植物、真菌、バクテリアによって作られる毒液や毒の研

究も含まれる。 

トキソイド（類毒素）—毒性をなくし、ただし抗体形成をなお誘発できるように改変された毒素。 

形質—生体のDNAの中で暗号化された特性。 

形質導入—バクテリオファージ（バクテリアに感染するウイルス）によって 1 つまたは複数の遺伝子があるバクテリア

から別のバクテリアにかけて移行すること。 

トランスフェクション—細胞が純化された無傷のウイルス性／プラスミド DNA を吸収できる形にバクテリアを改変す

るプロセス。 

形質転換—裸DNAを使って（つまりベクターを使わずに）新しい遺伝情報を細胞に導入すること。 

仲介物—外来DNAを宿主細胞の中に導入するために使われる伝達因子であり、通常はプラスミドかウイルス。 

検証—軍縮条約の順守を審判するプロセスに関係する施策機能。 

ウイルス—宿主細胞の中に入り、自己の複製を確かなものにするため、その細胞の遺伝機構を打倒したか打倒す

る過程にあるウイルス粒子。 

兵器化する—病原体や毒素を兵器システムでの使用に適した状態にまで開発するプロセス。 

弾頭—爆発性の弾薬を、生物／化学兵器の場合には病原性／毒性物質を、収容する、爆弾、ミサイル、砲弾な

どの部分。 

人畜共通伝染病—自然条件のもとで動物から人に伝染する疾患。 
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