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［要約］ 

 副題：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 

 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、生物兵器攻撃の最中か直後に、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。最後のもの以外は、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、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、最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。 



 

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、最低限の「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

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、最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。 

 

 

 

 


