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 戦後の我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、我が国の機械産業は、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、機械業界をあげて取り組む必要

に迫られております。我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、我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 17 年 3 月 

                                          社 団法人  日本機械 工業連合会 

                                        会 長   金 井   務 

 



 
序 
 
 

 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ます。 

一方、安全保障輸出管理をめぐる状況は、北朝鮮およびイランの核問題など、ますます緊

迫の度を加えております。大量破壊兵器の拡散の懸念はココム時代とは異なり、いわゆる懸

念国にとどまらず、テロリストなど個人、団体にまで拡大しており、彼らの必要な資機材の

調達手口や入手経路もますます複雑化しております。 

 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。 

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、主として最近の生物兵器関連の資機材の開発動向、テロリストに使用されうる病原体

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、日本自転車振興会ならびに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 17 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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総論 

１．調査目的 

Ⅰ．最近の生物兵器関連の資機材の開発動向 
超大国対立による国際緊張の時代には、ＷＭＤ（大量破壊兵器）は戦略兵器として、大国

間で世界戦争の際に、使用されるものと思われていた。そこで化学兵器がイラクによって

使用された例はあるものの、世界戦争さえ抑止すればＷＭＤが使われることはないと考え

られていた。しかしソ連邦崩壊により、一強時代になるとＷＭＤは小国間の紛争、あるい

は小国対強国の争いにも使用される可能性が高くなった。さらに恐るべきことは個人的な、

または組織化されたテロリストと呼ばれる人々によって使用される可能性が強くなってき

たことである。実際に、日本でのオウムによる化学剤や生物剤の使用が世界に広く知れわ

たっている。ＷＭＤには 

    核兵器（Atomic, or Nuclear） 

 生物兵器（Biological） 

 化学兵器（Chemical） 

 放射線兵器（Radiation） 

があげられる。国際的には核拡散防止条約（ＮＰＴ）、化学兵器禁止条約（ＣＷＣ）、生物

兵器禁止条約（ＢＷＣ）が締結されており、完全とはいえないまでも、抑止効果が期待さ

れている。しかしテロリストたちに対して有効に働くとは考えにくい。 

 これらに対する対策は、現在アメリカが最も進んでいると思われるが、我国では、危機

感も少なく十分な対策がとられているとは云いがたい。現状を解析し、適切な提言を行っ

ていくために、人材を集め、資料の収集、分析、それらに対する対策をたてることが必要

である。そのためには國、地方自治体、市民の総力を結集しなければならない。 

 なかでも生物兵器に関しては、2001 年 9 月 11 日の米国本土での同時多発テロと時を同じ

くして、米国で炭疽菌感染者の発症が見られ、これが生物兵器によるバイオテロの発生と

思われ、全世界が生物剤テロの脅威に直面していることを見せつけられた。これらの事態

に敏感に反応したのは米国である。「バイオテロリズム準備法」（Bioterrorisum 

Preparedness Act）を上院と下院ともに通過させ、2001 年 10 月 26 日に合衆国愛国法（U.S.A 

Patriot Act）を法制化し、その 817 項で 1989 年の生物兵器法（Biological Weapons Act）

を拡張し、特定の病原菌や毒素を所有しているのみであっても、理にかなった平和的目的

がない場合はこれを禁じるようになった。しかし我が国に関していえば、反応は極めて鈍

いと云わざるを得ない。 

 そこで近年の生物兵器関連の資機材の開発動向についての調査を行い報告することとし

た。生物兵器関連資機材は民生品とのデュアルユース性が高いのが特徴である。生物兵器

特有の資機材はないと云ってもよいぐらいである。そのためバイオテクノロジーの近年の

著しい進歩の影響を大きく受けることになる。この点にも注意を払い調査を行った。 
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Ⅱ．テロリストに使用されうる病原体の研究調査内容 

自然界に存在し、自然の力によりいつでも活性化し、世界中の人間、動物、植物集団に

大惨事をもたらす可能性のある何百種類もの病原体がある。しかし、これらの病原体のう

ち大部分は、様々な理由から、生物兵器の開発を望む者にとって関心が無いことだろう。

例えば、もたらす死亡率が容認できないほど低いものもあれば、自然界から取り出すこと

が困難なものもあり、他にも生育が困難なもの、などがある。そこで「生物学的脅威因子」

という用語が意味することは、リスト記載の因子は生物兵器（BW）やバイオテロリズムに

とって有望である可能性があるために、特に脅威となるということである。 
このような背景から今回は特に個々の病原菌に注目して、その病原体の説明、病原体が誘

発する病気の症状とその診断、病気の予防、治療、除染方法、病原体へのテロリストの関

心の有無を調査し報告することとする。 
 

２．調査内容 

Ⅰ．最近の生物兵器関連の資機材の開発動向 
本調査報告ではこれらを最近の生物兵器の拡散動向から始まって、生物兵器関連の資機材

の開発動向を論じ、更にそれに係わる民需用器材の開発動向の調査を行った。民需用器材

については、病原性微生物取り扱いの基本から最近のバイオテクノロジーの状況までを調

査論述した。最後に今回は特に輸出管理面から見た問題点を論じた。 

Ⅱ．テロリストに使用されうる病原体の研究 
 米疾病予防センター（CDC）は、人間に対して特別な脅威となるとみなされる生物学的

因子の名称を記載したリストを作成したおそらく最初の機関である。このリストは 2002 年

にすでに完成していた 1。このリストには A、B、C の 3 つの因子カテゴリーがあり、カテ

ゴリーA は最も危険とみなされる病原体の名称、カテゴリーC は脅威が最も低いとみなされ

る病原体の名称を含む。このリストは本報告書に含まれるヒト病原体の基盤となる。その

重要性により、このリスト全体を添付資料 1 に転載する 2。読者は CDC が示す、各病原体

をカテゴリーA、B、C の因子に指定した理由に特に注意を払って頂きたい。 
 米農務省（USDA）は政府行政機関により、CDC のものと同様の、動物および植物の病

原体のリスト作成を依頼された。これは数多くの理由から、同省が極めて困難と認めた任

務である。USDA はついに、「動物や植物の健康に重大な脅威となる可能性があると判定さ

れた生物学的因子と毒素の初回リスト」を作成し、これは 2002 年に連邦公報(Federal 
Register)に発表された。この発表は重要であり、またこのリストは本報告書に含まれる動

物および植物病原体の基盤となるために、添付資料 2 に全体を転載する。この発表の参考

資料に国際獣疫事務局(World Organization for Animal Health、旧 International Office of 
Epizootics)が作成した動物病原体リストが含まれている点に注目することが重要である。

国際獣疫事務局により作成されたこの病原体リストについては本報告書で後述する 3。 
本報告書は次いで、日本や米国など工業先進国で人間、動物、植物への攻撃にテロリス
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トが使用する可能性のある病原体について述べ、考察する。これらの記述や考察の情報源

は全て西側諸国・国際機関からのものである。比較用に、添付資料 3、4 としてロシアの著

者が発表し、バイオテロリズムに関するこの国の懸念をとり上げている 2 件の報告書を含

めた。これらの報告書は拡散防止センター（CNS）により、非公式に翻訳され、今日まで、

同センター外で英語での発表は行われていない。お分かりのように、ロシア人も西側諸国

と同じく多くの懸念を抱いているが、彼らの国へのバイオテロの脅威に対する対策計画は

それほど進んでいない。 
CDC、USDA、国際獣疫事務局その他によりリストに挙げられた個々の生物学的脅威因

子に関しておびただしい情報がある。しかし、本報告書の目的は、読者が手にとりやすい

参考書として、テロリストが使用する可能性のある病気や病原体を素早く調べられるよう

にすることにある。そのために、本報告書は 5 つの部分に分かれている。すなわち、(1) テ
ロリストが関心をもちうる人間の病気、(2) テロリストが関心をもちうる動物の病気、(3) テ
ロリストが関心をもちうる植物の病気、(4) 索引、(5) 添付資料、そして(6) あとがき、で

ある。調べやすいように、全ての病気はそのセクション内でアルファベット順に記載され

ている。ある病気や病原体を調べたい場合、索引でアルファベット順にページ番号と併せ

て記載されているのが見つかる。 
 
３．調査結果と得られた結論 

Ⅰ．最近の生物兵器関連の資機材の開発動向 
調査目的,調査内容に述べたことを以下のような項目で分類してまとめた。 
 

 １．最近の生物兵器の拡散動向                
 ２ 生物兵器関連の資機材の開発動向             
  （１） 生物兵器防護                   
  （２） 防護技術の動向                  
 ３ 疑惑国等の開発動向                   
 ４ 民需用器材の開発動向                  

（１） 病原性微生物取り扱いの基本            

（２） ヌードマウスへのヒトがん移植法          

（３） 最近のバイオテクノロジー             
 ５ 輸出管理面から見た問題点                

（１） 生物兵器禁止条約（BWC）              

（２） オーストラリア・グループ             
（３） 研究者の倫理                   
（４） 規制のあり方                   
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Ⅱ．テロリストに使用されうる病原体の研究 
1. 生物兵器テロの可能性のある感染症 
 ３０種 
2.  生物兵器テロの可能性のある動物疾患 
 １５種 
3.  生物兵器テロの可能性のある植物の病気 
 ９種 
4. 索引 

添付資料 
添付資料 1：技術単語および用語の説明 
添付資料 2：CDC が一覧にした重大な生物学的物質 
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１ 近の生物兵器の拡散動向 

 （１） 生物兵器の特性 

  生物兵器は、人、動物、或いは植物に病気又は死を引き起こす目的で、病原性微生物

或いは生物学的に製造された毒物を分散・散布するものである。NATO の定義によれば、

生物剤とは、人、植物或いは動物に病気を起こさせたり、材料の素質低下を引き起こす

微生物（又はこれから抽出される毒物）である。自然に発現し、感染を通じて広がる通

常の病気と異なり、生物兵器は意図的に目標のグループに感染させるため、大量の伝染

性生物剤を散布するものである。生物剤が兵器として利用出来るか否かは、①毒性、②

伝染性、③安定性及び④製造の容易性によって決まる。 

  生物剤は通常 4 つに分類することが出来る；即ち、細菌、ウイルス、リケチャー、及

び毒物である。 

  生物戦能力を取得するために必要な専門的知識のレベルは、必ずしも明らかでない。

幾つかのキーとなる特徴は、生物兵器としての使用に適した病原体や毒物を造りだせる

ことが出来るか否かである。すなわち、利用の可能性又は製造の容易性、致死性、パー

ティクルのサイズと重さ、分散の容易性、及び安定性である。剤の有効性を 大にする

ためには、生物剤は適当な投与量で、かつ剤が死滅しない条件下で広範な地域に分散・

散布されなくてはならない。エアロゾルの送達―液体懸濁液の散布或いは空気中の剤雲

の中に微生物又は毒素を乾燥粉末として散布―が 適である。粒子の大きさや散布の高

度などは生物兵器の攻撃により生起する範囲や被害の程度を知る場合の重要な要素であ

る。 

 更に、目標となる人々に充分な数の菌を効果的に吸入させるためには、生物兵器は適

当に吸入できるサイズの微生物や毒素の剤を撒き散らす必要がある。剤の安定性もまた、

製造及び分散･散布の間に維持されなくてはならない。専門家達の中には、剤の製造は技

術的にはそれほど難しくないが、効率的な分散･散布器材と安定した生物剤の組み合わせ

には、高度の技術と知識が必要であるという。感染のためには、剤はあらかじめ生きて

いる必要があり、一般に、生物戦用剤は乾燥、湿度、酸化等を含む環境条件に脆弱であ

る。多くの剤は、有機的な生き物であり、光や酸素に晒されると死滅する。また生存し

て行くために湿気を必要とする剤もある。殆どの剤は熱や爆発力には耐えることが出来

ない。そのため、通常の戦用弾薬―火砲、てき弾、ロケット、ミサイルや爆弾―は生物

兵器の効果的な運搬手段ではない。 

 また、ある専門家達は、粗雑な生物兵器の開発は平凡な専門的技術のレベルで充分で

あるが、 近の生物科学の進展やバイオ技術の革命は、デュアル・ユース装置の利用面

を増大させ、また生物兵器製造に必要な知識を持った人々の数を増大させていると見て
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いる。 

 ソ連の崩壊と彼らの強大な BW 計画の解体は、ならず者国家やテロリスト組織が彼等

から BW 能力を取得するかも知れないという懸念を増大させている。ロシアの貯蔵サイ

トの安全性の不備やかっての BW 計画に携わっていた労働者達の解雇又はレイオフが、

生物兵器の専門的技術や知識の流出の危険性やロシアから他の潜在的な拡散国へこれら

の技術・知識が流出する危険性に拍車をかけている。 

 ところで、各種の病原性微生物や毒素のエアロゾルは、分散･散布される場合には、往々

にして、目に見えなく、無味無臭である。これらの特性のため、生物兵器の攻撃は、犠

牲者が感染の症状を現わし始めるまで解らないことが多い。剤を吸入した犠牲者の数に

より、大量の、同時的な病気の発現という結果を招く。分散量と吸入量及び剤の特性に

よるが、一般に、潜伏期間は数時間から数日である。病原微生物は宿主の中で増殖する

能力があるため、大量殺傷兵器としての潜在能力を持っている。これらの生物剤が効果

的に大量散布された場合、数十万人の死者を出すことが出来る。 

 BW 能力の取得のためには、微生物学やエアロゾル等の空中生態学などを含む、色々

な学問分野の高度な専門的技術が必要である。しかし、一度取得すると、生物兵器は極

めて密かな分散･散布に適した兵器である。このため、テロによる使用が国際的な安全保

障の面で大きな脅威になって来たと認識されるようになった。1994 年及び 5 年、2 種の

致死性生物剤を製造し散布することを企図した日本のオウム真理教団により、生物兵器

を含むテロ事件が世界で初めて生起した。よく支援され、かつ充分な資金に裏づけられ

た努力にも拘らず、炭疽菌とボツリヌス毒素の猛毒の性質のものを造る（兵器化）こと

に失敗した。この教団の失敗は、生物兵器開発の技術的な未熟さを示すものであった。

しかし、この事件とこれに続く米国での炭疽菌郵送事件は大量殺戮テロの手段として、

生物兵器を利用するというテロリスト達の新たな脅威を認識させるものとなった。 

（２）  生物兵器拡散の一般的動向 

生物兵器は、即ち、生体を殺すために使用する兵器であるが、大量の殺傷を引き 

こす可能性という点で核兵器に次ぐ、或いはそれ以上の、唯一のものである。 

 病気の意図的な流行の例は古代のギリシャ及びアッシリア人に遡るが、生物剤の

効果的な兵器化は 20 世紀まで起こらなかった。第 2 次世界大戦前後、日本が中国で

生物兵器の攻撃をした例を除けば、これらの生物兵器の使用は近代戦では殆どない。 

冷戦間に米ソは生物兵器体系を完成したが、米ソの兵器廠は地球の全人類と殆どの

植物の生命を破壊することが出来る程の生物兵器を開発していた。1969 年、ニクソ

ン大統領は、「米国は一方的且つ無条件ですべての攻撃的な生物兵器を放棄する」と

宣言した。彼は米国の全保有生物兵器の廃棄とすべての製造施設を平和目的のもの



- 13 - 

に転換することを命じた。そして、大統領は米国の 45 年間の研究･開発や製造等の

不本意なやり方を転換し、戦争における生物･化学兵器の使用を禁止した 1925 年の

ジュネーブ議定書の批准を議会に要請した。（その結果、フォード大統領の下で批准

した）。ニクソン大統領は生物･毒素兵器禁止条約の交渉に成功し、1972 年に署名し、

1975 年上院で批准したが、この条約は生物兵器の開発、生産、貯蔵、取得、移譲を

禁止したものであった。条約は、全ての署名国にあらゆる生物兵器及び生物兵器の

製造施設を廃棄することを要求している。しかしながら、条約には検証の機能がな

く、条約の締約国は BWC を強化するため、検証の議定書或いは追加手段を加える

交渉の努力がされて来た。しかしながら、 後の土壇場で、生物兵器の検証は国益

を損ない、古典的な条約にはなじまないとして、検証議定書を拒否することとなり、

各国は自国管理を主体とする新しい交渉に取り組んでいる。 

 一方、BWC にも加盟せず、攻撃的な生物兵器開発を志向しているのではないか

と疑われている国も存在している。国や組織が生物兵器や或いは生物兵器の開発計

画を持っている完全な絵を描くことは時には非常に難しいと見られている。国の疑

惑や能力、開発力、兵器開発の実態についての公的な評価は時として異なることが

多いと言われる。一般に、このような能力或いは計画を持っている国は、しばしば

化学兵器計画或いは能力を持っている国のリストの中に入れられている。通常、国

家の計画は、国が実際に兵器を製造したか、単なる研究・開発プログラムを持って

いるだけか、剤を製造する基礎的な能力を持っているか、により異なる。 

 BWC が 初に発効した 1975 年には、生物兵器を保有していると考えられていた

国が４カ国あった。即ち、米国、ソ連、中国、南アフリカであった。2002 年の初め

までに、163 カ国が署名し、批准し、或いは別の方法で条約に参加したが、約 12 の

国が生物兵器を持っていることが疑われている。この「疑惑 12」の国は次の国々で

ある；イラン、イラク、イスラエル、ロシア、北朝鮮、シリア、リビア、そして、

恐らく、インド、パキスタン、中国、エジプト及びスーダンである。 

 米国の政府関係者達は、公的に幾つかの危機で、例えば、BWC の 1996 年及び 2001

年のレビュー会議や国防省、以前の軍備管理・軍縮庁から出される年次報告で、こ

れらの国々の多くを確認して来た。イスラエルのよう BWC のメンバー国でない国

もあるが、この 12 の国々は、BWC で禁止されている攻撃的な生物兵器プログラム

を追及しているのではないかと疑われている国である。そのプログラムの殆ど全て

は、研究プログラムであるが、３つの国―イラン、イラク、ロシアーは生物剤を製

造し、貯蔵していると信じられている。また、次の３カ国、北朝鮮、イスラエル、

及び中国は同様に生物兵器を製造し、貯蔵しているかも知れないと見られている国
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である。 

また、次の国々が生物兵器の研究開発プログラムを持っている可能性のある国とし

て挙げられている；エジプト、シリア、リビア、パキスタン、インド、スーダン、

南アフリカ、台湾。 

 この他、 近の新たな脅威としてクローズアップされているのがバイオテロである。 

 バイオテロについて見ると、過去数十年に亘り、生物剤を取得しようとするテロリスト

達の試みが行われてきたが、兵器化の成功は殆どなかった。米国での堕胎クリニックやそ

の他の目標に対するテロリストの数百回に及ぶ炭疽菌のいたずら攻撃などを含む、生物剤

の使用による脅威は、すべて警報を誤らせて来た。 

 近でのテロリストによる生物兵器の攻撃の例で重要と思われるものはたったの２つに

過ぎない。これまでは、生物兵器は効果的な分散･散布の設計の複雑性のために、大規模な

テロには至らなかった。例えば、日本の宗教団体オウム真理教は、ボツリヌス毒素や炭疽

菌を製造し兵器化するために、数年にわたり、相当の予算と知識･技術をつぎ込んで努力し

てきたが、グループの広範な努力も失敗におわり、1994 年及び 5 年、松本及び東京地下鉄

で化学剤、サリンを使用する攻撃に打って出た。生物剤を含む 初のテロ事件の成功例は

1984 年米国のオレゴン州、ダラスで起きた宗教団体、Rajneesh が 10 個のレストランでサ

ルモレラ菌を撒き、750 人の人々に感染させたが、犠牲者は出なかった例である。 

多くの人々が長い間、恐れていたバイオテロ攻撃が遂に現実のものとなった時、このもの

は専門家達が予想していたものと異なっていた。2001 年 10 月には、誰かが米国の上院や

メディアの人たちに炭疽菌入りの郵便物を送った事件が起きた。テロリスト達は炭疽菌に

よる大量の死傷を期待した高度な分散法を現実のものとしなかった点には気に掛けなかっ

た。それでも、郵便物事件では 5 人が死亡し、18 人が感染した。もっと悪くなる可能性は

あったが、いずれにしても、これは米国民に対し、生物兵器が使用された、初めての例で

ある。 

 この位の限られた攻撃でも、大きな混乱を引き起こし、数十億ドルの経費を、除染や予

防経費として費やす結果となった。 

（３）  生物兵器はなぜ拡散し易いのか 

 生物兵器はこれまで主として戦略的な兵器と見られ、現実には使用されることはないで

あろうと考えられてきた。しかし、 近の科学技術の進展により製造技術の改善と共に兵

器化技術の技術突破（ブレークスルー）により、またエアロゾル型の散布システムの解決

により、生物兵器の性格を戦略的な恐怖の兵器から真の大量破壊兵器の性格に変えたと言

われる。 近では、特に、遺伝子工学の進展に伴い、新しい病原体を作り出したり、生物

体に、より毒性の強い遺伝子を組み込むなどして、特別な軍事的要求に合致した特性を持
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つ生物兵器が製造可能となってきている。 

  このような動向に加えて、次のようなことが生物兵器の拡散の原因となっているものと

見られる。 

① 少量でも極めて大量の人・動物・植物を死滅させる（貧者の核兵器とも言われ

る）。 

② 生産過程が平和的生産と多くの点で重複、製造装置・設備・資材機材などが相

互転換が可能で、デュアル・ユース性が極めて高い（すべてデュアル・ユースと言って

いい位）。 

③ 生物兵器を秘密裏に製造し、保持し、あるいは流行を装って使用することが可

能である。 

④ 製造が安価で、容易、－特に、 近の技術で大量生産が容易になった。 

⑤ 使用されたことの認知が極めて困難。 

⑥ 曝露から発症まで数時間から数日の潜伏期間。 

⑦ 実際に使用されなくとも強い心理的効果を与える。 

⑧ 敵対者が生物兵器を生産、保持、使用しているとの虚偽、デマ、流言などをま

がすことが容易。 

近、提出された米国国益委員会の「米国の国益」に関する報告書でも、米国のみなら

ず世界の将来に対する死活的な脅威は核兵器と生物兵器であると位置付けている。 

  このように、21 世紀の 大の管理し難い脅威は、進歩・発展が目ざましいバイオテク

ノロジーにより、一層その技術が入り込む余地のある分野だけに、拡散の原因を高めて

いる。核兵器や近代的装備を持てない第 3 世界の国々にとっては、化学兵器以上に魅力

的な兵器となっている。 

（４）  生物兵器の趨勢 

ア． 新しい生物剤出現の可能性 

（ア） バイオ技術の進展に基づく新生物剤の出現の可能性が大 

    特に、遺伝子工学的新生物兵器の出現 

（イ） 天然毒等の解明による新剤の出現の可能性 

   特に、ヘビ毒、フグ毒、海底生物等の自然毒の合成 

イ． バイオテクノロジーの軍事面への応用 

（ア） バイオテクノロジーの応用に伴う危険性 

・ 危険な病原性微生物が遺伝子組み替え実験中に危険な物質を作る可能性が大 

・ 遺伝子組み替え技術を医療、農業等へ応用するに伴う様々な問題 

・ 目的とする性質を持った生物が作り出せる技術の悪用 
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（イ） バイオテクノロジーの生物兵器への応用 

・ 天然毒の大量生産の可能性と殺傷力の強い新しい人工的な新毒の製造 

・ 人工毒を作り出す細菌やウイルスの出現―毒性を高め、人への侵入が容易な新

剤 

・ 耐性菌の出現―抗生物質の無力化 

ウ． 治療・救護等の防護対策の研究の進展 

（ア） 防護用ワクチンの研究の進展 

（イ） 検知・警報等の防護機材の研究、特にバイオセンサーの進展 

（ウ） バイオ技術の軍事面への活用 

 

（５） 生物兵器拡散の現状と動向 

  2002 年出版の Deadly Arsenals(Carnegie Endowment for International Peace)によれば、生

物兵器又は生物兵器計画の保有が疑わしい国は、次の 12 カ国である。即ち、北朝鮮、中国、

インド、パキスタン、イラン、イラク、シリア、リビア、イスラエル、エジプト、スーダ

ン及びロシアである。これらの国々はその殆どが化学兵器の保有が疑わしい国として も

関心が持たれている国として挙げられており、僅かにロシアだけが追加されているだけで

ある。この中で、リビアは、化学兵器の場合と同様に、2003 年 12 月 19 日、 高指導者カ

ダフィ大佐が大量破壊兵器放棄宣言をしたが、化学兵器とは異なり、その廃棄を誰が検証

するのか、まだその行方は疑問である。また、イラクは、イラク戦争後、米英軍等による

生物兵器やその製造器資材等の捜索が続いているが、これといった決定的証拠も出なく、

2004 年 6 月暫定政権が発足し、大量破壊兵器の開発･保有は今後一切しないことを宣言し

た。 

 他方、2001 年 1 月の、米国防総省の報告書「拡散；脅威と対応」によれば、東アジア地

域では北朝鮮、中国、南アジア地域でインド、パキスタン、中東及び北アフリカ地域で 

イラン、シリア、イラク、リビア、及びスーダン、旧ソ連地域ではロシアの 10 カ国が疑惑

国として調査･分析されている。 

  生物兵器の拡散の状況やその実態を把握するのは極めて困難であるが、 近、唯一強制

的に全貌が明らかにされた例は湾岸戦争により調査されたイラクの実態である。 

  イラクは、大規模な研究計画を実施し、広範な生物兵器剤を生産する能力を取得してい

た。95 年 8 月 25 日の国連安保理に対する UNSCOM の報告では、イラク政府が生物兵器

開発にからみ、ボツリヌス菌、炭疽菌及び発癌性物質を充填した 191 発の弾頭を完成して

いたことを明らかにした。イラクの生物兵器は、安保理が対イラク武力行使容認決議を行

った直後の 90 年 12 月、培養菌の弾頭充填が行われたといわれるが、当時のブッシュ米大
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統領が生物・化学兵器使用には報復すると強く警告したため、実際には使用されなかった

と見られている。イラクの説明によれば、菌の大量培養は行っていたが、兵器化に至らな

い段階ですべて廃棄したとのことであったが、実際には、イラクは動物実験や発射実験を

重ねた末に、ボツリヌス菌や炭疽菌などを詰めた生物兵器弾頭（爆弾 166 発とアルフセイ

ン・ミサイル弾頭 25 発）を 91 年 1 月実戦配備していたことが明らかになり、UNSCOM は

完成された生物兵器がすべて廃棄されたか否かは確認できないとして、厳密な検証の必要

性を指摘し、調査を続けたが全貌解明には至らなかった。当時、英国外務省も UNSCOM

の調査を基に作成した報告書でも、さらに多くの生物・化学兵器や原料・中間体が不明で

あるとその実態を指摘したが、結局は 98 年の UNMOVIC との交代となり、更に UNMOVIC

も退去を要求され、遂にイラク戦争の原因の 1 つを構成して今日に至っている。イラク戦

争後の調査でも、未だ生物兵器開発再建の主要な証拠となるものは、見つかっていないが、

全様解明は極めて困難であると見られる。 

  これが、国の兵器開発の実態であり、拡散の実態把握は極めて困難である例証の１つで

ある。 

（６） 生物兵器禁止条約と懸念国 

  生物兵器の拡散防止に関しては、1972 年に調印され、75 年に発効した「細菌学的（生物

学的）兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びにこれらの兵器の廃棄に関する

条約」、いわゆる生物・毒素兵器禁止条約がその基礎をなすものである。2004 年 6 月 16 日

現在、締約国 151 ｶ国、署名国（批准していない国）16 ｶ国、未署名国（署名も批准もして

いない国）25 ｶ国で世界の主要な国はすべて締約国となっている。 

  表１－３に 2004 年 6 月現在の生物兵器禁止条約の締約国・署名国一覧を示した。 

 

      表１－３  生物兵器禁止条約（BWC）締約国・署名国一覧   2004．6．18．現在 

１． 締約国（151） 

○ アジア 

インド               インドネシア           韓国            カンボジア 

北朝鮮                シンガポール          スリランカ      タイ 

中国                  パキスタン            バングラデシュ  東ティモール 

フィリピン            ブータン              ブルネイ        ベトナム 

マレーシア            モルディブ            モンゴル        ラオス 

日本 

○ 大洋州 

オーストラリア        ソロモン諸島         トンガ           ニュージーランド 
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バヌアツ              パプアニューギニア    パラオ          フィジー 

○ 欧州 

アイスランド          アイルランド         アメリカ合衆国   アルバニア 

アルメニア            イタリア             ウクライナ       ウズベキスタン 

英国                  エストニア           オーストリア     オランダ 

カナダ                キプロス             ギリシャ         グルジア 

クロアチア             サンマリノ          スイス         スウェーデン 

スペイン               スロバキア          スロベニア     チェコ 

セルビア・モンテネグロ デンマーク          ドイツ         トルクメニスタン 

ノルウェー             バチカン            ハンガリー     フィンランド 

フランス               ブルガリア          ベラルーシ     ベルギー 

ポーランド             ボスニア・ヘルツェ  ポルトガル     マケドニア 

                        ゴビナ 

マルタ                 モナコ              ラトビア       リトアニア 

リヒテンシュタイン     ルーマニア          ルクセンブルグ  ロシア 

○ 中南米 

アルゼンチン      アンティグア・バーブーダ   ウルグアイ    エクアドル 

エルサルバドル         キューバ            グアテマラ      グレナダ 

コスタリカ             コロンビア          ジャマイカ      スリナム 

セントクリストファー・ネーヴィース         セントビンセント  セントルシア 

チリ                   ドミニカ共和国      ドミニカ国      ニカラグア 

パナマ                 バハマ              パラグアイ      バルバドス 

ブラジル               ベネズエラ          ベリーズ        ペルー 

ボリビア               ホンジュラス        メキシコ         

○ 中近東 

アフガニスタン        イエメン             イラク           イラン 

オマーン              カタール             クウェート       サウジアラビア 

スーダン              トルコ               バーレーン       ヨルダン 

レバノン 

○ アフリカ 

アルジェリア          ウガンダ            エチオピア        ガーナ 

カーボヴェルデ        ガンビア            ギニアビサウ      ケニア 

コンゴ共和国          コンゴ民主共和国    サントメ・プリンシぺ  シエラレオネ 
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ジンバブエ            スワジランド        赤道ギニア        セーシェル 

セネガル              チュニジア          トーゴ            ナイジェリア 

ニジェール            ブルキナソファ      ベナン            ボツワナ 

マリ                  南アフリカ          モーリシャス      モロッコ 

リビア                ルワンダ            レソト 

２． 署名国（16） 

● アジア 

ネパール             ミャンマー 

● 中南米 

ガイアナ                 ハイチ 

● 中近東 

アラブ首長国連邦         シリア 

● アフリカ 

エジプト                 ガボン               コートジボワール    ソマリア 

タンザニア               中央アフリカ         ブルンジ          マダガスカル 

マラウィ                 リベリア 

３． 未署名国 

● 大洋州 

キリバス                サモア                ツバル             ナウル 

マーシャル              ミクロネシア           

● 欧州 

アゼルバイジャン        アンドラ             カザフスタン        キルギス 

タジキスタン            モルドバ 

● 中南米 

トリニダード・トバゴ     

● 中近東 

イスラエル 

● アフリカ 

アンゴラ                エリトリア          カメルーン          ギニア 

コモロ                  ザンビア            ジブチ               チャド 

ナミビア                モザンビーク        モーリタニア 

 

  上述の生物兵器又は計画の保有疑惑国の殆どがこの禁止条約には加盟しており、僅かに
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シリア及びエジプトが署名しているが未批准国であり、またイスラエルが未署名国で批准

も署名もしていないだけである。 

  生物・毒素兵器禁止条約の問題点は、条約の履行を確保する検証手段が無く、また罰則

規定等も無い、いわば「ざる法」とも言われる欠陥を有していると早くから言われてきた。

このため、条約に調印・批准をしているにも拘わらず、多くの生物・毒素兵器保有や開発

の疑惑国が存在すると見られてきた。事実、ソ連は、生物・毒素兵器禁止条約に 1972 年 4

月 10 日署名、75 年 3 月 26 日批准して締約国になったのも拘わらず、生物兵器の攻撃的な

分野における研究・開発を加盟後も同様に続行していた事実がエリツィン前大統領により

明らかにされた。 

  これらの事例からも窺えるように、核兵器を持てない多くの国が、条約加盟しているに

も拘わらず、攻撃的な生物兵器の攻撃的な研究開発や保有を志向している可能性がある。 

  このように、生物兵器の拡散問題についても、化学兵器の場合と同様、幾つかの問題点

が存在する。 

  その第 1 は、上述のように、条約加盟国の生物兵器開発や計画を如何にして防止するか

という点である。5 年に１度開催される再検討会議やジュネーブ軍縮会議では、この条約

の欠陥を是正し、生物剤の範囲を明確にすると共に、検証措置を伴った強制力のある条約

の強化に乗り出し、多くの努力がなされてきた。1994 年の締約国特別会議で、検証措置を

含めた新たな法的枠組みを検討することになり、94 年には第 4 回再検討会議、98 年には第

10 回アドホック専門家会合などが持たれ、6 年以上にわたって検証議定書交渉が行われた。

しかしながら、2001 年夏、米国は、政策の見直しを行い、検証という手法は BWC 強化の

ために有効ではないとして議定書作成には反対する姿勢を打ち出したため、交渉は中断し

た。米国は、BWC 強化のためには生物剤（病原菌など）の特性に応じた新たな手法、例

えば、各国による条約の国内措置の強化、危険な病原菌の管理の強化などの導入がより現

実的であるとの提案を行っている。第 5 回の締約国会議では、米国の提案も踏まえ、今後

どのようにして BWC を強化するかについて議論がなされたが、各国の意見がまとまらず

会議は中断し、2002 年 11 月再開会合で調整が行われ、各国の国内措置を主体とする条約

強化に関する次の 5 分野が検討されて行くと言われる。 

① 条約の禁止事項を実施するための国内措置、②病原体・毒素の安全管理、管理体制の

確立、維持するための国内措置、③生物兵器の使用の疑惑及び疑義のある疾病の発生

に対処し、調査・被害の緩和をおこなうための国際的対応能力の強化、④感染症の監

視・探知・診断に対処するための国内・国際的努力の強化、⑤科学者のための行動規

範 

 第 2 の問題は、シリアやエジプト、イスラエル等の未参加国の条約参加を如何に促進して
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行くかの問題である。 

 また、第 3 の問題は、21 世紀の 大の課題であり、脅威であるバイオテロへの如何に取

り組んで行くかの点である。特に、 近の科学技術の進展に伴う、遺伝子工学的技術の兵

器への応用とこれを使うテロ組織への対応策を如何にするかである。 

 生物兵器への対応は 21 世紀の人類に課せられた 大の課題である。 

（７）  拡散防止への努力 

   拡散防止への努力は、現在、①BWC の強化をどう拡大するか、②貿易管理を如何に確

保するか、③その他の施策として、軍事面の適切な対応、特にブッシュ大統領の提案した

PSI や軍事面の防護体制の確立などが挙げられる。 

 条約強化については、現在ジュネーヴ軍縮会議で、前述のように 5 つの分野について、

全会一致の合意形成に積極的な調整が行われているが、もう一方の条約の未署名・未批准

国を如何に加盟させるかの努力も重要である。特に、イスラエル、エジプト、シリア、ミ

ャンマー等の国々の加盟促進は重要である。同時に、条約加盟国の条約遵守の確保も極め

て重要である。このため、強化問題においては、違犯国の罰則導入等の検討も必要であろ

う。貿易管理の強化については、拡散防止上特に、今後益々重要になるものと思われる。

特に、貿易管理は、ア。輸出規制及び国際的不拡散態勢による資材・機材の譲渡の防止、

イ。外交及び連絡機構の主導による資材・機材の譲渡の阻止及びその交渉、ウ。司法機関

と情報機関の連携による輸送中の禁止資材･機材の押収、エ。国内法の整備とこれを遵守さ

せる態勢の強化等が極めて重要であり、この意味で、米国の主導による PSI（拡散防止イ

ニシアチヴ）の協力態勢の構築と我が国の積極的な参加は今後益々重要になるものと思わ

れる。 

    近の PSI の動きについて見てみると、この提唱は、2003 年 5 月 31 日、ジョージ･

ブッシュ米大統領により「大量破壊兵器の移転阻止を目的として、核･生物･化学･ミサイ

ルを封じ込める新たなイニシアチブ」として提唱されたものである。「船舶や航空機を捜

索して不法な武器やミサイルを押収するため、同盟国と合意を目指して協議している」と

陳べ、当時開催中の主要国首脳会議（エビアン･サミット）各国やポーランドに協力を呼

びかけた。 

 現在、ブッシュ政権は「大量破壊兵器と戦う国家戦略」を掲げて、色々の政策を実行中

であるが、「大量破壊兵器と闘う国家戦略」には、兵器の材料と技術の流出を阻止するこ

とが米国の拡散防止戦略である、として種々の拡散防止戦略の中で「輸出入の禁止」を第

1 に列挙し、従来の拡散防止施策の中でも突出したものになっている。2003 年 9 月、「拡

散防止原則宣言」を採択し、PSI のための阻止原則として、①拡散懸念国等への、及び拡

散懸念国等からの WMD 等の輸送を阻止するために、効果的な措置をとる。拡散懸念国
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等とは、PSI 参加国が阻止対象とすべきとした、ア、化学、生物、及び核兵器並びにそれ

らの運搬手段の開発または獲得しようとしている、または、イ、WMD 等を移転させてい

る、国家または非国家エンティティーである。ウ、拡散活動に関係する情報を迅速に交換

するために必要な手段をとり、機密情報の保護をした上で、 大限の協力をする。エ、目

的を達成するために、必要に応じ、関連する国内法を見直し、強化に努力する。また、関

連する国際法及び国際的枠組みを強化するために努力する。オ、各国の国内法、国際法及

び国際的枠組みの範囲内で、以下の具体的行動をとる。として船舶への立ち入り検査等 6

項目を挙げている。PSI は現在まで数回に亘る会合が開かれ、参加国は、米国のほか、オ

ーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ポーランド、ポルトガル、

スペイン、英国等多くの国が参加している。2003 年 9 月のボルドン米国務次官の発表に

よれば、各国参加による陸・海・空での演習が実施され、例えば、第 1 回の演習にはオー

ストラリア主導で 9 月 13～14 日オーストラリア沖のサンゴ海で行われ、米、オーストラ

リア、フランス、日本が参加したと言われ、その他に数多くの演習が計画されている。

PSI により大量破壊兵器などの拡散を効果的に阻止するには、PSI の参加国、協力国を増

やすことにより、対象とする船舶、航空機の範囲を増やすことなど、まだまだ多くの問題

点もあるが、貿易管理の強化として今後の効果が期待されている。これと同時に、生物剤

や製造関連資機材の貿易管理も 1992 年のオーストラリア・グループ（現在 38 カ国が加入）

により生物兵器細菌製剤・製造設備の規制が導入されて以来、デュアル・ユース性の多い

と言われる生物兵器についても一応の効果が期待され、一層に努力が行われている。これ

を受けて、我が国でも、広く民生用途を有する一般的な貨物などについて「大量破壊兵器

等の開発等に用いられる恐れがある場合」などに限り、輸出規制の対象とする補完的輸出

規制（キャッチオール規制）が導入されることとなり、1996 年 10 月から施行されている。

通常兵器関連機資材を規制する（通常兵器の過剰な蓄積の防止）ワッセナー・アレンジメ

ントの設立と共に、大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制の導入により、日本

の安全保障貿易管理の体系も一応の完成を見たが、これ以来数次の改定がなされ、2002

年 4 月 1 日からは、我が国の輸出管理はリスト規制及び補完的輸出規制（キャッチオール

規制）により行われている。 

（８） 新たな脅威―テロへの対応 

  過去数十年間に亘り、生物剤を取得しようとするテロリストの試みが行われて来たが、

兵器化の成功は殆ど無かった。 近のテロリストによる生物兵器の重要な攻撃の例はほん

の 2 つに過ぎない。生物兵器の効果的な分散・散布の設計の複雑性のために、大規模なテ

ロは防がれて来た。例えば、日本の宗教団体オウム真理教はボツリヌス毒素や炭疽菌を製

造し兵器化するために、数年にわたり相当の予算と知識・技術をつぎ込んで努力してきた
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が、グループの広範な努力にも拘わらず、失敗におわり、1994 年及び 95 年の松本、東京

地下鉄での化学剤、サリンを使用する攻撃に打って出た。他方、生物剤を含む 初のテロ

事件の成功例は 1984 年米国のオレゴン州、ダラスで起きた宗教団体、Rajneesh が 10 個所

のレストランでサルモレラ菌を撒き散らし、750 人の人々に感染させたが、犠牲者は出な

かった例である。多くの人々が長い間恐れていたバイオテロ攻撃が遂に現実のものとなっ

た時、この事件は専門家達が予想していたものと異なっていたとの評価であったが、色々

のケースが考えられるであろう。2001 年 10 月には、誰かが米国議会上院やメディアの人

に炭疽菌入りの郵便物を送付した事件が起きた。この場合、テロリスト達は炭疽菌による

大量の死傷を期待した高度の分散法を現実のものとしなかった。5 人が死亡し、18 人が感

染した。もっと悪くなる可能性は有ったが、いずれにしても、この事件は米国民に対し生

物兵器の剤が初めて使用された例である。この位の限られた攻撃でも、大きな混乱を引き

起こし数十億ドルの経費を除染や予防に費やす結果となった事件であった。 

  このように、21 世紀は核兵器と共に、生物兵器の剤によるテロ等は新たな 強の脅威と

なりつつある。特に、遺伝子工学技術の生物兵器への悪用は人類の 大の課題と言える。 

  2000 年 4 月、米国の疾病管理センター（CDC）は、生物化学テロリズムの戦略計画の中

でテロに使用される可能性のある生物剤を脅威によりカテゴリー毎に分けて公表した。

後に、これを参考として記述して終わりたい。それによれば、カテゴリーA には、米国の

国家安全保障に影響を及ぼす優先先の病原体が挙げられており、9 種類の生物剤が列挙さ

れている。ここでは、①人から人へ容易に伝播させて感染する、②大きな公衆衛生上のイ

ンパクトを持ち、高い死亡率の原因になる、③大衆にパニックと社会破壊の原因となる、

④公衆衛生の準備に対し、特別な行動を必要とする、４つの面から総合的に以下の例に示

すような剤が区別されて選ばれている。 

    A 分類                    B 分類                     C 分類 

 ・炭疽                      ・Q 熱                   ・ニパウイルス 

 ・野兎病                    ・ブルセラ症             ・ハンタウイルス 

 ・天然痘                    ・鼻疽                   ・ダニ媒介脳炎 

 ・ウイルス性出血熱          ・脳炎ウイルス           ・ダニ媒介出血熱 

 ・ボツリヌス毒素            ・リチン・エプシロン毒素 ・黄熱 

 ・ペスト                    ・ブドウ球菌毒素 B       ・多剤耐性結核菌 
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２． 生物兵器関連の資機材の開発動向 

 （１） 生物兵器防護 

 生物・化学兵器の防護は、その規模から大きく４つに区分される。1、各個人が自己の身

体と携行品とを防護する各個防護 ２、戦車や大砲等の数名が一組となり装備を操作する

際にその数名が一体となり防護する集団防護 ３、部隊単位で防護する部隊防護 ４、地

域や都市の住民あるいは国民全体を防護する市民防衛である。 

 生物兵器防護は、化学兵器防護の場合と同様に、報復の手段を含めた広義の生物兵器防

護と報復の手段を除いた狭義の生物兵器防護に分類されているが、後者の考え方に沿って

生物兵器防護について考察する。狭義の生物兵器防護は、生物剤による汚染（生物剤汚染）

からの回避、事前の防護処置、生物剤汚染の無毒化・除染及び疾病患者の医学的処置から

成り立っている。 

 生物兵器に対する防護と化学兵器に対する防護とは、非常に良く似た部分と全く異なる

部分とがあり、物理的防御と除染とは化学剤に対する防護器材で生物剤も防護できる。一

方、検知・警報と医学的防御とは、全く別の器材でなければならない。 

 生物兵器の製造および生物兵器防護には特別、特有の機材、装置は必要でないと云われ

ている。一般的な民生用のものが施設も含めて転用可能である。デュアルユース性がある

とも表現される。近年のバイオテクノロジーの進歩は生物兵器防護にも大きく影響する。

これについては４章で述べることにする。  

 （２） 防護技術の動向 

① 検知・測定技術 

世界では盛んに遺伝子工学による医薬品、バイオ製品等を開発されている。米国ではメ

ディミューン社、セファロン社、ジェネテック社、アイオダ・テクノロジー社、アムジエ

ン社、アルカメス社、ヒューマンゲノム・サイエンス社、ファイザー社があり、カナダで

は QLT 社がある。こうした会社には生物剤の検知に使用できる技術が多々ある。それらは、

顕微鏡による方法・生物学的検定法・遺伝子的検査法・物理化学的方法に分けられる。ま

た、探知する距離により、器材を設置した位置から離れた場所の生物剤を検知する遠隔検

知と、器材を設置した位置にある生物剤を検知する点検知とに分れる。これらを組み合わ

せてその趨勢を観察したい。 

 ア.  遠隔検知器材 

生物剤の化学的な組成は、水、蛋白質、糖類、脂質等からなり、これらの微妙な組み

合わせによりその形質が決定され、種類を同定するには最終的には形質の確認が必要で
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ある。形質の確認には、顕微鏡による方法・生物学的検定法・免疫学的方法・遺伝子検

査法等があるが、これらの方法は原理的に遠隔検知ができない。遠隔検知ができる唯一

の方法は分光学を使う物理化学的な方法のみであるが、逆にこの方法では原理的に形質

の確認ができず、したがって種類の同定は不可能である。このために、遠隔検知器材は

次に述べる点検知器材を多数配置してそれを電気的に結びシステム化する方法と、種類

の同定をしないで最も脅威となるエアロゾルのみを探知して異常事態のみを探知する

方法とがある。 

後者のエアロゾルを探知する器材として、呼吸器系からの感染を起す粒径１～100μm

のエアロゾルを探知・追跡する技術を開発中である。粒径だけを探知・追跡すると、霧

やその他の煙を生物剤雲として誤判定してしまう。幸いにも、DNA や RNA には 260nm

（紫外域）付近に、また蛋白質は 280nm（紫外域）付近に特性吸収帯があり、この吸収

域によって生物剤を識別しようとしている。 

 イ.  点検知器材 

点検知器材には、検知原理に顕微鏡による方法・生物学的検定法・免疫学的方法・遺

伝子的検査法及び物理化学的方法が採用されている。 

（ア） 顕微鏡による方法 

この方法は最も伝統的な方法であり、光学顕微鏡による方法と電子顕微鏡とがある。

生物剤の種類を形態学的に確認するにはこの方法も活用することになろうが、光学顕

微鏡は細菌等のみにしか使えず、電子顕微鏡はウイルスにも使用できるが、連続的な

監視ができず、感度が悪く、時間を要しかつ熟練を要することから、検知・警報手段

としては適切でない。 

（イ） 生物学的検定法（bioassay） 

生物剤の生活反応を利用して、定量あるいは定性的な検定をする技術である。生活

反応には、抗生物質や阻害剤による増殖阻害や殺菌作用等が使われ、種類の識別には

形態学的・生理学的・生化学的試験を行う。従来の方法は、識別までに数日から数週

間を必要とし、培養技術が困難でかつ労力を要し、病原体を培養するため常に危険を

伴う。また、環境因子のために病原体が死滅することもあり、ノイズ（目的とする病

原体以外のものが増殖する）が非常に多い。 

最近では、シリコン・チップ上に固定した細胞や蛋白質（蛍光標識した抗体）との

間で行わせて、分子レベルで敏感にとらえる技術が研究されている。この方法は、生

物剤との抗原抗体反応を利用して生物剤の検知・識別するものであり、蛍光発生基、
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酵素や放射性同位元素で標識した抗体を使う。蛍光抗体法、酵素結合免疫吸着法

（ELISA：enzyme-linked immunosorbent assay）、放射性同位元素標識免疫測定法（RIA：

radioimmunoassay）という。これが完成すれば、連続的な監視が可能となり、小型化

し野外器材として使えるものとなろう。 

生命体に特有の物質として、エネルギー代謝をつかさどるアデノシン５’三燐酸

（ATP）がある。これの酵素結合反応を使って生命体を捕捉しようとする研究が進め

られている。しかし、この方法では、物質（無機物及び有機物）一般から生命体の存

在を検出することができても、生物剤の種類を特定することはできない。 

（ウ） 遺伝子的検査法 

DNA の特定部位を制限酵素によって切断し、切断した DNA 断片の電気泳動のパタ

ーン…遺伝子指紋（DNA fingerprint）…を使って識別するRFLP分析（restriction-fragment 

length polymorphism analysis）法が確立されている。しかし、この方法は試料の準備や

測定時間が長く、ゲルを使うために実験室的には重要であるが野外用器材には適当で

ない。最近は２重鎖 DNA の一方の DNA を断片に放射性同位元素や発蛍色素を組込

み標識した DNA プローブを使い、敏感で迅速に検知できる器材が開発されつつある。

これが完成すれば、連続的な監視が可能となり、小型化し野外器材として使えるもの

となろう。 

（エ） 物理化学的方法 

最も単純な生物剤エアロゾル検出法として、空気中に浮遊する微粒子の存在量の変

化を計る微粒子計がある。これは検出速度が大きく連続的に測定することができて非

常に便利な反面、生物剤である証拠にはならず、ましてやその種類を識別することは

不可能である。しかしながら、他の精密な検知器材を始動させるための 1 次センサー

としては価値がある。 

生体膜は２重になった燐脂質からできており、その中に蛋白質やオリゴ糖等が包含

されている。この燐脂質やオリゴ糖は個々の生物に特異なものであり、燐脂質やオリ

ゴ糖の分子構成を調べることにより生物剤を識別することができる。こうした物質は

比較的高分子であり、直接的に一般的な物理化学的分析機器を使うことができない。

現在では、高分子分析用の質量分析計やクロマトグラフが工夫されている。質量分析

計ではその前処理用に液体クロマトグラフをつけた質量分析器（LC－MS）があり、

高分子の破砕及びイオン化は MALDI（Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization）法や

ESI（Electrospray Ionization）法等が用いられている。また、クロマトグラフには、GLC
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（Gas-Liquefied Chromatography）等がある。これらの器材は、感度が非常に高くかつ

コンピューターでパターン認識させれば分析速度が非常に大きい。また、連続監視も

可能である。 

（オ）  試料の採取法 

点検知器材で微量の生物剤を検知器で測定するためには、その試料の濃縮等とその

後の準備処理に工夫が必要である。試料の濃縮は、エアロゾル試料の濃縮と水溶性試

料の濃縮とがある。エアロゾル試料の濃縮は、遠心式濃縮と湿式捕集があり、水溶性

試料の濃縮は細菌類ならばフィルターによるろ過方式が取られる。また、採取した微

量の DNA や RNA は濃縮するより、増量する方法が取られる。これらの方法は完成

した技法であり、その主な技法に付いて述べる。 

・ 遠心濃縮方式 

この方法は、エアロゾルの吸引口に螺旋状の邪魔板を取付けて渦流を起させて、そ

の遠心力を利用してエアロゾルを壁面に衝突させて濃縮して取出す方法である。この

方法は比較的短時間に濃厚な試料が得られる。 

・ 湿式エアロゾル捕集方式 

この方式は、エアロゾルを捕集用の水に吹き込んで濃縮する方法である。この方法

では、更にろ過等により濃縮必要がある。 

・ 遺伝子増幅法 

最も代表的な方法はスイスのロッシュ社が開発したポリメラーゼ連鎖反応法

（PCR：Polymerase chain reaction）である。これは純化された好熱性細菌から分離し

た特殊な DNA ポリメラーゼと化学的に合成された DNA の短いヌクレオチド鎖（プ

ライマーと呼ぶ）を用いて、生細胞なしで特定の DNA 配列の増幅を行う方法である。

これは DNA 複製を高速で行わせることができ、２～３時間で１０億倍に殖やすこと

ができる。最近では、その他に各種増幅法が開発されており、米国ジェングローブ社

が開発した TMA 法、米国ベクトン・ディケンズ社が開発した SDA 法、栄研化学社が

開発した LAMP 法、2000 年 9 月に宝酒造が発表した ICAN 法等がある。詳細は４章

に述べる 

なお、Idaho Technology 社（米国）は PCR 法を基にして、RAPID と言う携帯型器材を

世界で初めて市販した。この器材の特定遺伝子増幅能力は大きく、反応温度は 55℃⇔

72℃⇔94℃、増幅時間 25 分でプローブとして蛍光標識された試薬を必要とする。 

 蛋白質の検出による検知は現在のところ核酸（DNA と RNA）の検出に比べて感度
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がかなり低い。当面は核酸の検出が主流となり、必要な場合、確認のために蛋白質の

検出が行われるであろう。 

 ウ. 物理的防御技術 

 空気中の生物剤の物理的防御は、化学剤と異なり蒸気ではないために吸着を必要とせ

ず、濾紙や布等を使ったろ過だけで充分である。しかしながら、化学剤用と生物剤用の 2

種類の防護マスクや空気浄化装置を作るのは補給・整備上問題が多く、現在は化学剤用の

もので充分ろ過ができるため、化学剤用の物理的防御器装備を使用している。物体表面や

水中にある生物剤の物理的防御も、化学剤と同じ装備で可能である。 

 エ. 除染技術 

生物剤の除染は、通常加熱によって行われる。しかしながら、炭疽菌は通常の煮沸では

死滅しないために、塩素系の酸化剤で除染する。化学剤に対する除染剤はすべて生物剤を

除染するために、化学剤の除染剤によっても除染できる。しかしながら、これら液体を使

ったり加熱したりする方法では、汚染して除染しなければならない対象も毀損するおそれ

があるために、エアロゾル状の細菌やリケッチャで汚染した場合にはホルムアルデヒド等

の殺菌剤による燻蒸法が採用されている。 

身体や衣服・器材の除染は、先ず石鹸水による洗浄である。施設や小地域は漂白剤の散

布や殺菌剤による燻蒸である。このために、個人や集団には除染器材が特になく、部隊に

あるシャワーセットや化学部隊が装備する除染車による殺菌剤の噴霧、衛生部隊が装備す

る消毒剤の噴霧装置を使用する。水の除染は通常漂白剤で行う。 

 オ. 医学的防御技術 

（ア） 抗生物質 

細菌やリケッチアの防御のために、各種抗生物質が開発されてきた。抗生物質は病原性

微生物の増殖を抑える物質であり、細菌の細胞壁を破壊して細菌を死滅させるペニシリン

系抗生物質・セフェム系抗生物質・ポリペプチド系抗生物質・ホスホマイシン系抗生物質

や、細菌が生育するのに必要な蛋白質の合成を阻害し増殖を抑え、あるいは、死滅させる

マクロライド系抗生物質・テトラサイクリン系抗生物質・アミノグリコシド系抗生物質・

クロラムフェニコール系抗生物質・リンコマイシン系抗生物質等がある。これらの抗生物

質と細菌との間には、相性があるので投与は医者の処方が必要である。 

真菌の治療には、真菌の細胞膜に障害を与えて真菌を死滅させる抗真菌剤が使用される。

これにも相性があるので投与は医者の処方が必要である。 

（イ） ワクチン 
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ウイルスの予防に使うワクチンや治療に使う抗血清は、それぞれのウイルスに対応する

ものを使う必要がある。最近では、ウイルス複製を阻害する合成化合物である抗ウイルス

剤や、リボソームに結合しウイルス RNA あるいはウイルス DNA の転写による mRNA の

翻訳を阻害する抗ウイルス剤が次第に開発されている。最近注目されているエボラ出血熱

等の風土病性のウイルスに対する研究が、米国で非常に進歩しており医療現場で使用され

始めている。 

こうした医学的防御はすべて医師が担当する分野であり、個人や一般部隊で使用する装

備はない。 

（３）  諸外国の開発動向 

①  検知・測定器材 

ア. 米国の生物剤検知・測定器材の動向 

微生物剤検知・測定器材の分野では、米国が抜きん出て進歩している。その具体例

は次のとおりである。 

（ア）  微生物剤検知装置（BD） 

液体サンプルの全自動免疫検定法を利用した視覚・聴覚警報付きの検知装置である。

感知部は抗体を貼り付けた光電的にアドレス可能な電位差センサー（Light Addressable 

Potentiometric Sensor … LAPS）であり、15 分以内に生物剤の特定（既知の 8 種類）

と濃度測定が可能である。連続測定時間は 14 時間であり、寸法は 559×607×457mm、

重量は 61.2kg、電源は 110V の交流又は 28V の直流、作動温度は＋10～27℃である。

器材の保存期限は 5 年、試薬の保存期限は 2 年（４～8℃）であり、40 種類の生物剤

に対応し、自動故障診断機能がついている。 

（イ）  RAPID 

Idaho Technology 社では、ポリメラーゼ連鎖反応法（PCR 法）技術を進化させた携

帯型生物兵器検出装置を開発した。この装置は、DNA 合成酵素を使用して、94℃→

55℃→72℃の増幅サイクルを繰り返し生物剤固有の DNA を短時間で増幅する。この

際、予めプローブ側に発蛍光体を挿入しておくと、複製された DNA に発蛍光体の標

識が入り、この蛍光を分析することにより細菌の同定を行う装置である。現在同定で

きる細菌は、炭疽菌・野兎病菌・ブルセラ菌・ペスト菌・カンピロバクター・大腸菌

O-157・サルモネラ菌・ボツリヌス菌・リステリア菌である。現在天然痘ウイルスに

ついても同定できるよう開発中である。システムは、13.6kg の本体・6.8kg のパソコ

ン・0.6kg の小型遠心分離器が 0.9kg の背負い袋に入っている。25 分以内に 32 検体ま
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で分析可能で、背負って運搬可能である。 

（ウ） 生物剤エアロゾル警報装置（BAW） 

浮遊微粒子カウンターと生物剤蛍光感知器を組み合わせ、気象観測装置と GPS を

使用する位置測定装置と XM-22 自動化学剤警報装置（ACADA）を組込み一体とした

150 個のリモート・ステーションを 10km 以内に配置し無線制御できる中央制御装置

MICAD U/U からなるシステムである。生物剤蛍光感知器は、生体のエネルギー代謝

に不可欠のアデノシン三燐酸の存在を、化学蛍光反応を利用して感知する半導体チッ

プを使用している模様である。 

（エ） 暫定型生物剤検知装置（IBAD） 

暫定型生物剤検知装置（IBAD）は、艦艇用の生物剤検知器材であり、微粒子計（粒

径及び粒子数の計測）、湿壁遠心式粒子サンプラー及び疑わしいエアロゾル粒子を識

別するための手持型免疫化学式検知紙から構成される。暫定型生物剤検知装置は、人

為的な生物剤攻撃の可能性を示す微粒子数の増加を把握し、分析用の空気をサンプリ

ングする。15 分以内に微粒子数の変化を検出し、検出した後 30 分以内に生物剤を識

別する。93 会計年度から米海軍へ 10 個応急装備を開始し、94 会計年度に 15 個装備

した。儀装場所は海軍の示す優先順位に従い平甲板の所定の位置とする。寸法は 762

×914×305mm で重量は 90kg である。 

（オ） 手持型微生物感知蛍光分析計 

生体のエネルギー代謝に不可欠のアデノシン三燐酸の存在を、化学蛍光反応を利用

して感知する半導体チップを使用する手持型の感知器で、リアルタイムで生物剤の存

在を 10 秒以内に知ることができる。 

（カ） 統合軍用生物剤点検知システム（JPBDS） 

1997 年 4 月に研究を開始した開発中の器材で、目標は S788 シェルター、1/2t トラ

ック、HMMWV 偵察車、軽装甲車等 9 種類装備に取付けられるようなモジュールに

することにある。早期の警報・識別や遠隔警報ができ、点汚染源にも線汚染源にも対

応し、30 分以内に自動的に起動しサンプリングして 15 分以内に検知・識別できるも

のを目指している。誤報率は存在するにもかかわらずないとする方には 0.1％以下に、

存在しないにもかかわらずあるとする方には 2.0％以下にするという。 

（キ） 遠距離用生物剤スタンドオフ検知装置（LR-BSDS） 

LiIDAR を使用した感知器で、HU-60 型ヘリコプターに搭載して、生物・化学兵器

のエアロゾルを探知する装置である。1997 年に装備した非開発型（在来型）の探知距
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離は 30km、これから装備する開発型は 50km であるという。 

（ク） M31 一体型生物剤検知装置（BIDS） 

2～10μm の微粒子をサンプルするサンプリング装置 2 個（リモート用、地点用）、

アデノシン三燐酸を検出する生物剤蛍光感知器 1 個、細胞を構成要素に分割して細胞

の大きさ・形・蛍光をパターン認識技術によって識別するフローサイトメーター1 個、

抗体にサンプルを混ぜて 10～12 分後反応を見る閾値設定器、固相比色免疫ろ過法に

よる半導体チップ群からなり、97 会計年度に装備化した。 

（ケ） 迅速識別用高感度抗原膜（SMART：Sensitive Membrane Antigen Rapid Test 

Identification Tickets） 

内蔵型の固相比色免疫ろ過法を使った検定具。芽胞形成細菌用の膜と蛋白質性毒素

又は水溶性抗原用の膜との 2 種類がある。コロイド状金微粒子の濃縮による免疫検定

法であり、対象とする生物剤に特有の抗体が存在するとコロイド状金微粒子が共役し

て肉眼で見えるようになる。これはわが国で使用されているインフレンザ診断キット

に似た形をしており、1991 年の「砂漠の嵐」作戦時に炭疽菌用とボツリヌス菌用のチ

ケットが試験的に兵隊に交付された。 

（コ） 近距離用生物剤スタンドオフ検知装置（SR-BSDS） 

周波数可変固体ダイオード・ポンピング・レーザー発振装置を使った多重波 LIDAR

システム（紫外線と赤外線を使用）であり、1998 年に試作品の試験に成功した。レー

ザー誘起蛍光（310～445nm）と紫外線励起トリプトファン及びアミノ酸とを感知して

3km 以内の人工的なエアロゾルを検知する装置である。 

  （サ） Calorimetric Spectrometer (CalSpec) 

 エネルギー省のオーク・リッジ研究所（ORNL）の研究者達が、ごく微量の炭疽菌胞子や

その他バイオハザード物質を30ミリ秒以内に同定できる小型分光計を開発した。CalSpec

は炭疽菌などのバイオハザード物質を即座にかつ正確に同定できる。炭疽菌胞子の一部だ

けでも分析でき、DNAおよびRNAの光熱シグナルを単離して物質の同定・識別・測定する。

化学物質、生物物質、DNA・RNA を検知する研究室および実地用の機器として 2004 年には

販売が開始される予定である。 

 イ. その他の国の検知・測定器材の動向 

（ア） ドイツの野外実験室 

ドイツには、検知・分析器材を搭載した空輸可能な 1/2t コンテナー3 個と、要員の

執務室として使用するコンテナー1 個からなる「ラインメタル式 NBC 野外実験室」
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がある。これは、司令部付近に展開して必要な生物・化学兵器情報を提供する。搭載

されている検知・分析器材は次のとおり。 

・ ガスクロマトグラフ  ・ 高性能液体クロマトグラフ 

・ 質量分析器   ・ 遠心分離機 

・ 顕微鏡（蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、実態顕微鏡） 

・ 振蕩器    ・ 攪拌器 

・ 各種培養器具と培地  ・ 滅菌器 

・ レベル３の微生物隔離装置  ・ 微量滴定装置付き光度計 

・ 自動サンプリング装置  ・ PCR 法遺伝子複製蛍光検定法 

・ 酵素結合免疫吸着法（ELISA）の機器 

（イ） イギリスの検知装置 

イギリスでは、生物剤検知装置試作品（PBDS）を 1998 年 12 月に配備した。この

装置は、光散乱法で２～10μm の微粒子を感知するとサンプルを集め、アデノシン三

燐酸の存在を感知して生物剤の存在を確認し、抗原抗体反応により生物剤を特定する。

装置全体は 4tトラックに収納されて、1998年春から統合NBC部隊に配備され始めた。

この研究をもとにして、一体型生物剤検知装置（IBDS）の開発が始まっている。 

  ② 物理的防御器材 

化学兵器防御用器材を使用しており、生物兵器防御用として特別に作られた物理的防御

器材は見られない。 

 ア. 除染器材 

化学兵器防御用器材を使用しており、生物兵器防御用として特別に作られた除染器材は

極希である。ドイツには、Kärcher 製 AEDA1 除染器というのがある。これは、エアロゾル

発生装置・熱風発生装置。遠隔操作ユニット・清掃システムの４構成品からなり、野戦病

院・指揮所・通信所・車両等の内部の生物剤除染に使用する。先ず、100μm 以下の粒径

の除染剤エアロゾルを吹付けて（スプレーの量は遠隔操作可能）細菌を捕捉し、次いで熱

風で（150℃まで制御可能）除染する。送気量は 3,000m3/h で、除染剤の放出量は１bar の

圧力の場合 1 リットル/分である。 

 化学剤の汚染除去に使用されるDF-200は、家庭で日常的に使われている洗剤、繊維の柔

軟剤、過酸化水素といった化学物質を混合して作られた薬剤で、昨年の炭疽箘騒ぎで、上

院議員会館の汚染除去に使用された。 

 陸軍用にDF-200を生産している米エンバイロフォーム・テクノロジーズ社の責任者、ケ
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ビン・アーバイン氏によると、この薬剤は15分以内でマスタードガスとVXガスの98％を、

30分で炭疽箘の100％を除去できるという試験結果が出た。しかしDF-200 は、作用時間を

短縮する等の改良が必要であると考えられている。サンディア国立研究所では現在、米環

境保護局と米食品医薬品局(FDA)から DF-200 の人体適用認可取得に取り組んでいる。        

イ. 医学的防御 

（ア） ワクチンによる防護 

    NIH は手持ちの天然痘ワクチンを増量するため、CDC 所有の旧い型の天然痘ワク 

  チンの 1,540 万人分を 5 倍に希釈して使用できるかどうか調べた。希釈されたワクチ 

  ンでも有効であることが明らかとなった（天然痘ワクチンは生ワクチンであるため、接種 

  されたヒトの体内で増殖できるのでこのようなことが可能である）ことは朗報である。 

2002 年 12 月ブッシュ大統領は天然痘ウイルスを用いたテロから国民を守るため国と州政

府とで天然痘対応チームを結成すると発表した。初めに保健局員50万人にワクチン接種を

した後、緊急医療隊員、消防隊員、警察官を含む約1,000万人にもワクチン接種を行う予

定であった。 

 ただワクチン接種計画は予想以上に不評であり、これまでのところ、この計画には当初

の予想以上にコストがかかり参加者数も少ないだけでなく、医学上リスクが高いことも証

明された。州保健局が参加を予測していた45万人の保健関連職員のうち、ワクチン接種を

受けたのはたった3万 2,000人以下である。  

 このような結果から、ワクチン計画の一時停止を求める公衆衛生機関の声が拡大してい

る。ワクチン接種計画が遅々としていることで深刻な悪影響が出るのではないかとも懸念

されている。そこで州政府はただちにワクチン計画の第二フェーズを開始することにした。 

 最も恐怖を抱かせているのは、天然痘ワクチンはすでに重度の副作用をもたらすことが

知られていて、現在までに30件以上の心筋炎、心臓発作、狭心症に関連している可能性が

あることがわかっていることである。10以上の州政府は、最近の心臓疾患についての詳細

が明らかになるまでワクチン接種を一時中止している。全国規模のワクチンの備蓄は

Acambis 社や BioPort Corp．によってほぼ完全に手当てされている。しかしより安全で簡

便なワクチンが様々な政府事業の下で開発されている。NovaCal 社、SIGA 社、Xenerex 社

などが中心となり、民間部門によって新しい抗生物質、解毒剤も開発されている。これら

開発中の新薬はバイオデフェンスや他の用途に向け市場で販売されるようになると思われ

る。 

生命工学が発達したために生物医学の分野の進歩は著しく、新しいワクチンや抗ウイル
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ス剤が次々と出現している。米国で 1997 年以降に製品となった治療薬は次のとおり。 

・ 炭疽ワクチン 

・ 天然痘ワクチン 

・ 五価のボツリヌス・トキソイド・ワクチン 

・ F 型ボツリヌス・トキソイド・ワクチン 

・ ウマの六価のボツリヌス抗毒素 

・ 人間のボツリヌス免疫グロブリン  

・ Q 熱ワクチン 

・ 野兎病・ワクチン 

・ ベネズエラウマ脳脊髄炎ウイルス・ワクチン 

・ 東部ウマ脳脊髄炎ウイルス・ワクチン 

・ 西部ウマ脳脊髄炎ウイルス・ワクチン 

 DARPA（Defence Advanced Research Project Agency）は、テキサス・サウスウエスタン

大学医学研究センターと提携し、新しい生物兵器に打ち勝てるワクチンを早急に開発する

プロジェクトをスタートさせている。ワクチンが安全で有効であるかどうか、また住民や

国民を保護するのに十分な量が確保できるかどうかが問題であり、その確認のためには時

間が必要である。 

 IDバイオメディカル社(本社バンクーバー)はバイオテロに備えて、米軍と共同で鼻に噴

霧する方式のペストワクチンを開発している。これはペスト菌の空中散布による肺ペスト

を防ぐものである。 

 LSU健康科学センターで開発されたfurin（蛋白質を切断する酵素またはプロテアーゼ）

の一種であるD6R(hexa-D アルギニン)は、細胞内に侵入した炭疽菌が出すPA分子（炭疽菌

毒素の一つで防御因子と呼ばれる）を切断する働きがあり、これによって炭疽菌は毒素を

作れなくなり無害化されることがルイジアナ州立大学(LSU)の研究チームによって発表さ

れた。 

 トーマス・ジェファーソン大学の研究者達は、遺伝子組み換えを施行したタバコモザイ

クウィルスをホウレンソウに挿入することによって炭疽菌毒素PAの産生を可能とした。PA

の断片は簡単に精製でき、ワクチンに利用できる。これらはすでに実験用動物におけるPA

特異的抗体の産生に使われている。精製された防御抗原は現在炭疽菌ワクチンとして使用

されている。しかし、認可された非病原性 B anthracis由来のワクチンは副作用があるた

め、より効果的で安全なワクチンとなることが期待されている。 



- 35 - 

（イ） 薬剤・試薬 

近年は治療薬のみならず、検査・診断薬（器具）の開発も努力されている。特に、DNA

や RNA の特定部分を半導体に貼り付けた検査・診断器具の研究が盛んで、中には同時に

多数の病原体が診断できる半導体チップもできている。 

 Elusys社は、血液中から炭疽菌毒素を除去するヘテロポリマー薬剤ETI-205を開発して

いる。 ETI-205は症状発症後に投与されると、血液中から炭疽菌毒素を除去する働きがあ

る。動物実験では、ETI-205 が炭疽菌胞子に対する完全な保護作用があることが証明され

た。 

 Chimerix社独自の化学物質を使って、サイトメガロウィルス（CMV）感染の治療に使われ

る承認薬 Cidofovir を修飾することによって、より効果的で毒性が少ない新しい経口薬

CMX-001を産生した。抗ウィルスアッセイを使った最近の研究では、CMX-001は Cidofovir

よりも100倍も効果を示し、天然痘やサル痘など数々のポックス・ウィルスに対しても同

様の薬効を示した。また経口投与した場合、ポックス・ウィルスに感染したマウスモデル

が死亡するのを防ぐことができた。  

米国以外の国における医学的防御の状況は明らかでない。 

 ウ. わが国の器材 

 非常に残念なことに、生物剤防護専用の器材は皆無である。ただし、化学剤に対する物

理的防護器材や除染器材は、生物剤に対しても使用できる。防衛庁は、次期中期防衛力整

備計画（次期防、2001-2005 年度）期間中に、陸上自衛隊に生物兵器防護専任の部隊を設

置し必要な機材を開発する方向で検討を始めた。生物兵器は有事の際だけでなく、突発的

なテロ、ゲリラなどでも使用される可能性が大きいため、民間防衛の観点からも早期に設

置を進める必要があると判断した。今後、防衛庁長官の私的懇談会での研究や、米陸軍研

究機関での訓練、調査を踏まえ、部隊の編成や要員などを詰める状態にある。 

 生物剤から守る個人用防護装備約1万 2000組、固定型および移動型の生物剤警報機も合

わせて導入し、今後数年間で全国の陸自師団・旅団の「化学防護隊」に配備を進めたいと

している。 

 空中に浮遊する生物剤雲を検知する装置や、生物剤の種類を特定できる装置をトラック

型車両の荷台に搭載した生物偵察車を感染者が発生するなど、生物兵器による攻撃があっ

たと考えられる場合、専門部隊を乗せて現場へ展開することを想定している。 

 生物剤の存在を検知する装置と、危険を陸自の他部隊に伝えるコンピューター端末から

なる固定型の生物剤警報機は、陸自部隊が展開する地域などに設置され、生物剤を検知す
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ると自動的に警報が作動する仕組みを構築する予定である。 
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３ 生物兵器疑惑国の開発動向 

  Deadly Arsenals（(Carnegie Endowment for International Peace 2002 年版）では、

生物兵器の疑惑国を次のように分類している、 

 生物兵器の製造が疑われている国；イラク、イラン、ロシア 

 生物兵器の計画がある国；イスラエル、北朝鮮、中国 

 生物兵器の研究開発プログラムを持っている可能性のある国；エジプト、シリア、リビ    

ア、 パキスタン、インド、スーダン、南アフリカ、台湾 

 これに対し米国防総省のレポート、2001年 1月の拡散（脅威と対応）では、地域毎に10

の国を調査・分析している。 

  ここでは、これらの疑惑国についてその実態を調査・分析することとする。 

（ア）  北朝鮮 

  北朝鮮の生物兵器開発は、1960年代の初めから金日成主席の直接指示で開発計画を強化

し、微生物と毒素剤製造のための施設を建設したと伝えられ、伝染性の微生物剤、毒素剤

を製造する能力を保有していると見られている。1980 年代末までに生体実験を終了して、

現在３つの施設で製造した13種類の生物兵器、炭疽菌、天然痘、黄熱病等を可なりの量、

保有していると見られる。この13種類が何かは明らかではないが、この他、ボツリヌス毒

素、コレラ、ハンタウイルス、腸チフス、出血熱、大腸菌0－157、韓国型出血熱、ポリオ、

野兎病、等と考えられる。 

   北朝鮮は生物兵器禁止条約には1987年 3月 13日、署名も批准も同時に行っているが、

攻撃的な研究開発を継続して来たと見られ、最近の米国の見積もり（例えば、2000年米議

会報告；拡散と脅威）でも、①北朝鮮は過去30年間にわたり生物戦能力に関する研究開発

に従事してきた、②バイオテクノロジー基盤を含む北朝鮮の人的・物的資源は、限定され

た量の伝染性生物剤、毒素、場合によっては原始的な生物兵器をも生産するに充分である、

③北朝鮮は生物戦剤を運搬することのできる、各種の広範な手段を有していると見積もっ

ている。 

  現在、北朝鮮には旧ソ連からの生物兵器の技術専門家が従事しているとの噂もあり、こ

れが真実であれば、旧ソ連で開発された色々の生物兵器も当然研究開発されている筈であ

る。 

  北朝鮮の作戦上の化学・生物兵器は山陰里（2 ｶ所）、黄村、三山洞、沙里院及び王存峰

の6 ｶ所の特殊補給処に保存されている可能性が高いと見られている。 

  最近の遺伝子工学の応用は、当然北朝鮮でも研究開発が行われているものと考えなけれ

ばならない。 

  最近の北朝鮮の生物兵器に関する情報には次の様なものがある。 

① 2001年 9月 9日、米中央情報局（CIA）の議会への年次報告によれば、中国はミ

サイル及び関連技術をリビア、パキスタン及び北朝鮮に輸出している。ロシアと北朝鮮
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は核、化学、生物兵器及び関連部品並びにミサイルをならず者国家や紛争地域へ輸出す

る主要国である。（HI；9.9） 

② 2001 年 10 月 13 日付けの朝鮮日報は、北朝鮮の生物・化学兵器の脅威と韓国の

不十分な態勢を述べている。北朝鮮は、炭疽菌、ペスト、天然痘、黄熱病等13種類の生

物兵器を製造していると見られる。（BBCMI；10.16） 

③ 2001 年 11 月 30 日付朝鮮日報は、次のように論説している。第 2 自然科学研究

院傘下の生物研究所が北朝鮮における細菌兵器開発の中心的役割を果たし、北朝鮮首脳

は、コンピュータ・シミュレーションによって、紛争生起後１週間以内に韓国または日

本を生物兵器で無力化可能と考えている。北朝鮮の生物兵器開発には1990年代に同研究

所が招いた、ソ連崩壊時に失職のロシアの技術者が大きく関与、北朝鮮は生物兵器関連

の施設が10以上ある。韓国国防省は北朝鮮が5,000トンの生物兵器を備蓄していると見

積もっている。北朝鮮は生物兵器禁止条約には1987年に加盟、化学兵器禁止条約には未

加入。（CHI；11.30） 

④ 2002年 2月 3日付韓国紙・朝鮮日報ウエブサイトが伝えるYu Yong－won氏レポ

ートでは、北朝鮮は現在世界第3の化学・生物兵器保有国。生物兵器は1980年代に生体

実験を終了し、炭疽、ペスト、天然痘、黄熱病を含む13種類の生物兵器を保有。平安北

道のChongju を含む3施設で順番に生産と報じている。（BBCMI；2.4） 

⑤ 2002年 9月 17日、韓国国防省の議会報告によれば、北朝鮮は神経ガス、催涙ガ

スを含む17種類の化学兵器を保有、さらに13種類の生物兵器を有し推定年間1トンを

生産出来るという。（KN；9.17） 

⑥ 2002年 11月 13日、ケリー米国務次官補が10月初めに北朝鮮を訪問した際、北

朝鮮側が核兵器開発のみならず生物兵器や他の大量破壊兵器の保有を認めていたことが

13日、日本政府関係者により明らかにされた。（DY；11.14）また、14日、日本政府は、

今後の日朝国交正常化交渉においては北朝鮮の生物・化学兵器開発の問題を取り上げる

と表明した。（REUT；11.14） 

ア． 中国 

  中国は、生物兵器を研究開発、製造、生産又は保有した事はなく、将来もそれらを行う

意志がないと一貫して主張し、1984年にはBWCの加盟国となった。しかし、中国は生物兵

器の生産装置、及び運搬手段を開発していると見られている。 

  2001年の米国国防総省の報告書では「中国は、1950年代に開始されたと見積もられる攻

撃的な BW 計画の一部を維持し続けている。（中略）中国は、BWC の加盟より以前に開発さ

れた技術に基づき、攻撃的なBW能力を保有していると見積もられる」と述べている。中国

は、野兎病、Q熱、ペスト、炭疽、東部ウマ脳炎、オウム病の病原体など、BWとなる可能

性のある病原体について、防衛研究と主張する研究をかなり多く実施したことがある。ま

た中国は、炭疽、野兎病、ボツリヌス毒素の病原体など、ほとんどの在来型BW剤を大量生
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産する技術を保有していると見られている。更に、中国は、空中生物学の専門知識を持ち、

実験室規模で微生物のエアロゾル実験を実施していると伝えられる。 

  中国は、極めて伝染性の強い病原性微生物を取り扱うための施設、P－4（生物安全レベ

ルー４）を保有していないと主張している。中国が、BWC の下で信頼醸成のために申告し

た科学文献のうち、特に注目すべき引用文献は、①公衆衛生に関連した生物学的エアロゾ

ルの研究と、②ブドウ球菌毒素に関する論文、③肝炎、腎症候群を伴う出血熱に関する典

型的な伝染病の報告や免疫学、昆虫駆除計画である。また、中国は、数施設で、「国防生物

戦研究開発計画」を行っていると申告した。 

  若干古い報道であるが、1994 年 12 月、香港の日刊「明報」は、人民解放軍の「対生物

戦部隊」が中国北部の秘密にされた地点に駐屯していることを報道した。その正式名称は

「北京軍区軍事医学研究所」又は単に「軍事医学研究所」と称される。1994年に対生物戦

部隊の長であったFu Genmingは、「人民解放軍は、攻撃的な生物戦部隊や細菌戦部隊を持

っていない。しかし、対生物戦部隊を持っている。我々の全ての研究は、全世界に開かれ

ている。それは世界平和と人類の健康を助ける天使である。」と述べている。しかし、軍事

医学研究所が、BWC に基づく中国の信頼醸成申告に含まれていないことやこの部隊を支え

ている施設は、二重の用途（民生用と軍事用）に使われる可能性が高いと言われる。 

 なお、台湾の情報筋が攻撃的BW活動に関与していると見ている施設は表１に示す。 

 

   表１   存在するとされる中国の生物兵器関連研究機関 

 

   工場の名称          所在地          生産の詳細             特記事項 

延安細菌学工場      陜西省、延安    ４種類の生物爆弾     大規模な生物学的研究 

                                                      生産施設の可能性あり 

大連生物製品工場    大連             各種ワクチン        大規模な生物学的研究 

                                                      生産施設の可能性あり 

長春生物製品工場    長春             種々のBW剤培養     大規模な生物学的研究 

                                      と実験           生産施設の可能性あり 

武漢生物製品工場    武漢             種々のBW剤の培養   

重慶生物製品工場    重慶             種々のBW剤の研究と培養 

昆明生物製品工場    昆明             種々のBW剤の研究と培養 

北京生物製品工場    北京             種々の細菌の培養と研究 

中央生物製品試験    北京             液体ワクチン、血清中の抗菌 

研究所                               産物と微生物製品の検査 

BW剤製造施設       藩陽             種々のBW剤の培養 

（名称不明） 
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BW 剤製造施設       上海             種々のBW剤の培養 

（名称不明） 

BW剤製造施設       蘭州             種々のBW剤の培養 

（名称不明） 

BW剤製造施設       広州             種々のBW剤の培養 

（名称不明） 

 

  最近の中国の生物兵器に関する情報には次のようなものがある。 

① 2000年 2月 22日、米CIAの議会報告によると、中、露はイランに対し、化学兵

器のみならず、生物兵器についても支援していると報告している。（REUT；2.22） 

② 2002年 1月 24日、米国務省は、中国企業Liyang 化学設備公司、社長Q C Chen、

中国機械電気設備進出公司の2社及び個人に対し，化学・生物兵器技術をイランに移転

したとして、2000年イラン法に基づき制裁を科すと発表した。米政府との取り引き、米

経済支援の対象となること、兵器関連の現存する輸出許可の適用等が不可能となる

（REUT；1.24） これに対し、26 日、中国外務省は、イランに生物・化学兵器の製造に

関する技術と装置を輸出したとして、米国が中国の2企業に制裁を科したことに対し、

「不合理な制裁を解除するよう」要求した。（EFE；1.26） 

③ 中国外務省は、イランに生物・化学兵器の製造に関する技術と装置を輸出した

として、米国が中国の２企業に制裁を科したことに対し、「不合理な制裁を解除するよう」

要求した。（EFE；2002．1.26） 

④ 2002 年 10 月 1 日、中国政府の Hu Xiaodi 国連大使（軍縮担当）は国連総会で、

「我が国政府は間もなく、大量破壊兵器製造に使用し得る化学・生物物資の輸出管理を

目的とした2つの法案を成立させるであろう」と述べた。又、彼は、「中国は大量破壊兵

器の開発について如何なる国に対しても支持、支援、教唆しないことを確固たる方針と

して来ており、また拡散防止に関する国際的責任を全幅認識している」と述べた。（SCMP；

10．3．） 

⑤ 2002 年 10 月 17 日、中国外務省の章啓月報道官は、国務院が「生物兵器関連微

生物、関連装置及び技術の輸出管理法令」を公布したことを発表、中国の国際的な不拡

散義務、通常貿易及び経済協力に寄与しそれを満たすものである」と表明した。（CHD；

10．18） 

⑥ 2003年 7月 24日、デサッター米国務次官補（条約検証・遵守担当）は、中国の

大量破壊兵器問題に関する議会の調査委員会で証言し、中国が生物・化学兵器を全面禁

止する条約の加盟国でありながら、兵器開発を続けているとの認識を示した。特に生物

兵器については「条約違反」と非難し、問題解決へ向けた2国間対話を実施したいと表

明した。 
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（国内各紙；7．26．） 

イ． インド 

  2001年 1月の米国防省の評価（拡散；脅威と対応）によれば、インドは極めて優秀な科

学者や工業生産施設を含む、生物戦計画を支援するのに必要な施設を持っているが、その

内いくつかは、対生物戦防護の研究開発を支援するために使用されているとされている。

また、前述のDeadly Arsenals（2002年）では、インドは生物戦の研究開発努力をサポー

トする能力と資源は保有していると評価されるが、攻撃的な生物兵器の製造や貯蔵はして

いないと見ている。 

  インドは、BWCには1973年 1月 15日署名、1974年 7月 15日に批准している。 

  インドの生物兵器に関連する最近の情報には次のようなものが見られる。 

① 2001 年 10 月 12 日、インドの Vijaikapoor 副州知事は生物・化学戦の場合にお

ける脅威の予測と評価並びに緊急計画策定のための中核グループを設立した。（HT；10．

12） 

また、15 日には、インド連邦政府は、「テロリストによる生物戦・化学戦の可能性に対

して高度の警戒体制にあり、このような攻撃事態に即座に対応する専門家から成る緊急

チームを準備している」と述べた。（BBCMI；2001．10．15）  

② 2001年 11月 5日、インド連邦政府の科学技術相は、本日インドの科学者達が死

亡率の高い炭疽菌に対する安全で、しかも安価なワクチンを新たに開発したと述べた。

同相によれば、今後６～９ヶ月以内に商品化されるもよう。（REUT；11．5） 

③ 2002 年 6 月 4 日、インド政府はあらゆる生物兵器或いは化学兵器による攻撃に

対して備えつつある。インド保健相は２週間以内に設置される予定の災害管理計画の概

要説明のため、専門家と会議を持ち、３点について行動計画を討議した。その他、各種

研究機関を含む各組織機関を動員して対応策が準備されつつある。（HT；６．５．） 

④ 2003年 4月 21日、インド外務省報道官は、パキスタン情報相が「インドは化学

兵器及び生物兵器を開発し、どこかに保管している」と非難したのに対し、「全く根拠の

ない作り話」と一蹴した。（OANA；４.21．） 

ウ． パキスタン 

  米国防省の評価（2001年 1月の報告書）によれば、パキスタンは限定的な規模の生物戦

研究開発能力を有していると見積もっている。パキスタンは、バイオ技術インフラを拡大

するため、外国の装置機材や技術を求めている可能性が強いと見られている。 

 又、前述のDeadly Arsenals（2002年）によれば、パキスタンもインドと同様、生物戦の

研究・開発努力をサポートする能力と資源は保有していると評価されるが、両国とも攻撃

的な生物兵器の製造や貯蔵はしていないとみられると見積もっている。 

  パキスタンは 1972 年 4 月 10 に署名し、1974 年 9 月 25 日批准しており、生物兵器の検

証議定書の交渉には積極的である。 



- 42 - 

  パキスタンの生物兵器に関する最近の情報には次のようなものが見られる。  

① 2001年 10月 24日、パキスタン外資系銀行に先週 、白い粉の入った手紙が送ら

れ、5人の行員が炭疽菌に感染した場合の予防措置として抗生物質の投与を受けている。

同行の幹部がロイター通信に語ったもの。（REUT；10．24．） 

② 2001 年 11 月 2 日、パキスタン最大のウルﾄﾞｳ語新聞｢ディリー・ジャング｣の編

集者は、同社へ先週配達されたプレス・レリースの郵便物の封筒に付着した白い粉を検

査した結果、炭疽菌の陽性反応が出たと発表した。（REUT；11．２） また、パキスタン

のムシャラフ大統領は、3日の記者会見で、「２カ所で炭疽菌が検出されたが感染者はい

ない。米国ほど深刻ではない」と述べた。（国内各紙；11．4．） 

 更に、5 日、パキスタンのカラチ市警察当局は、新聞社へ炭疽菌入り郵便物が届けられ        

た事件でコンピューター会社社員を1人逮捕した。既にNGOの男性幹部が逮捕されて 

 いる。（邦字各紙；11。6）  

③ 2003 年 4 月 22 日、パキスタン情報相はテレビ記者とのインタビューで、「パキ

スタンは化学兵器及び生物兵器を製造も備蓄もしていない。それらが懸念されるのはイ

ンドで、インドは隣接する国々に備蓄している」と答えた。（BBCMA；4．22） 

④ 2003 年 6 月 18 日、イギリス情報局の Manningham Buller 長官が、「背信の科学

者が、アルカイダに化学、生物及び核兵器の開発技術を教えており、西側の都市に攻撃

が加えられるのは「時間の問題」である」と警告した。背信の科学者には言及しなかっ

たが、2001．9．11攻撃の前にパキスタンの科学者がビンラディン と接触していた、と

推察されている。（GN；6．18）   

エ． イラン 

  イランは生物兵器については開発中と見られているが保有については確証が得られて 

いない。2001年 1月の米国防省の評価によれば、イランの生物兵器計画は、イラン・イラ

ク戦争の間に開始され、現在、イランは攻撃的な生物戦能力の取得を追求しており、その

努力は、生物剤の研究・開発を終了して少量の生物剤を製造できる能力に進んでいると見

積もっている。又、前述のDeadly Arsenals も、最近、イランは生物剤の積極的な研究及

び開発を含む、攻撃的な生物兵器計画を進めていると評価している。2001 年 11 月、米国

のジョン・ボルドン国務次官補は、イランは実際に生物兵器を製造して来たと述べている。 

  イランは1972年 4月 10日に BWCに署名し、73年 8月 22日に批准している。  

  イランの生物兵器に関連する最近の情報には次の様な物がある。 

 ①  2001 年 9月 5日、米政府筋によると、ロシア企業は時にはロシア科学者のイラン

派遣を含め、様々な形態でイランの核・化学・生物兵器開発を支援していると述べている。 

 ②  2001年8月1日、ラムズフェルド米国防長官はキャンベラの会議の席で、イラン、

イラク、シリアが生物兵器開発をしており、1972年の生物兵器禁止条約に違反していると

主張。パウエル国務長官も支持した。（Middle East Newsline；8．１） 
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③    2002年 6月 2日、米政府筋によるとキューバはイラン、リビア等中東諸国に対

する生物兵器関連物資供給国となっている。両国は既に化学兵器開発に成功しており、

キューバから生物兵器弾頭開発の技術支援を受けているという。（Middle East 

Newsline；6．2） 

④     2002年 7月 19日、米政府は、中国の企業等が2000年 9月から2001年 10月の

間に生物・化学兵器等をイランに輸出した容疑で制裁を発動すると発表した。（REUT；

7．19） 

⑤   2002年 8月 27日、米国のボルドン国務次官補は、イラク、イラン、リビア、シリ

ア、北朝鮮等 12 カ国以上の諸国が 1972 年生物兵器禁止条約により禁じられている生

物兵器入手を企んでいるが、罰則がないため抑止が機能していないと警告した。今後

米国はそれら諸国を名指しすることにより政治的圧力をかける方針。（OANA；8．18） 

⑥    2002 年 11月 15日、米が施設への査察案を提示し対立の続いて居たBWCだが、

加盟国は合意に達した。米は当初軍事・産業情報の流出を恐れ査察強化に反対してい

たが、加盟国であるイラン、イラク、北朝鮮、リビアが違反行為を犯していると主張

するようになり、査察強化を要求する姿勢に転じた。国内での監視体制強化が合意さ

れたが、米はBWCのみでの生物兵器対策は困難との認識。（REUT；11．15）  

⑦    2003年 5月 20日、イラン反体制派組織であるイラン抵抗最高評議会（NCRI）が、

イランは炭疽 菌、コレラ、腺ペストをはじめとした生物兵器開発を行っていると批判

したことに対し、アセフィ・イラン外務省報道官は、同国はイラクの大量破壊兵器の

被害国であるとし、否定した。（AFPR；5．20） 

⑧    2003年 5月 23日、米国防総省は、アルカイダは洗練された生物兵器の研究計画

を継続していたとの報告を米議会に提出した。報告は北朝鮮、イラン、シリア、リビ

アが化学及び生物兵器計画を持ち、露や中の企業から支援を受けて能力を向上させて

いるとも述べている。（DJIN；5．23） 

⑨    2003 年 9月 17日、ボルドン米国務次官補（軍備管理・国際安全保障担当）は、

米国際関係委員会の中東・中央アジア小委員会で証言し、シリアが北朝鮮やイランの

支援を受け、生物・化学兵器や長距離弾道ミサイルを開発したと非難した。（KN；9．

17）  

オ． シリア 

  1997 年 2 月、ジョージ・テネット米中央情報局（CIA）長官は米議会に対し、シリアが

「化学及び生物兵器を保有、若しくは積極的に開発している」国の一つであることは間違

いないと報告し、また、当時米軍備管理軍縮局（ACDA）の年次議会報告でも、シリアが攻

撃的生物兵器能力を開発している可能性は高いと見積って来た。 

  シリアは、生物兵器を大量破壊兵器の一部として獲得する意図を充分に有しており、あ

る程度、進んでいると考えられるが、実際どの程度進んでいるかについては明らかになっ



- 44 - 

ていない。 

  2001年 1月の米国防総省の拡散の報告書（脅威と対応）では、シリアはBWCに署名して

いるが、批准はしておらず、生物兵器の開発を追求していると見ている。また、シリアの

バイオ技術インフラは 、限定的な生物剤の開発が出来る能力を有しているが、シリアは生

物剤を兵器化する努力はまだ始めていない。 シリアは主要な外国の支援無しには、数年の

内に意味のある量の生物兵器を製造出来そうにはないと見積っている。  

  また、前述のDeadly Arsenalsでも、「シリアは限定的な生物剤の開発を行うことが出来

るバイオ技術インフラを保持しているが、生物剤を生産したり、それらを兵器化したりす

る主要な努力は未だ始めていない」と見ている。 

  しかし、最近の シリアの生物兵器に関する情報は、シリアの開発が可なり進んでいる実

態の情報が多いように思われる。  

①    2001年 8月 1日、ラムズフェルド米国防長官はキャンベラでの会議で、イラン、

イラク、シリアが生物兵器を開発しており、1972 年の生物兵器禁止条約に違反してい

ると主張。パウエル米国務長官も支持した。（Middle East Newsline；8．１） 

②    2001 年 11 月 19 日、ボルドン軍縮・国際安全保障担当米国務次官は、シリアと

リビアが生物兵器開発能力を擁している可能性があるとして、それぞれを非難した。（ 

   REUT；11．19）  

③    2003 年 9月、ボルドン米国務次官（軍備管理・国際安全保障担当）は、16日、

下院外交委員会の中東・中央アジア小委員会で証言し、シリアが北朝鮮やイランの支援

を受けて生物・化学兵器や長距離弾道ミサイルを開発したと批判した。（KN；9．17） 

カ． イラク 

 イラクの生物兵器開発の過去の実態については、特に湾岸戦争後の国連大量破壊兵器廃棄

特別委員会（UNSCOM）による査察によりその全貌がほぼ明らかにされた。1998年までの間

に、イラクの生物兵器や製造施設の殆どは廃棄または破壊された。しかしながら、1999年

12月に UNSCOM が解体され国連監視検証委員会（UNMOVIC）が設立されたが、イラクは相変

わらず査察受け入れを拒否し続け、2003年のイラク戦争までの間、大量破壊兵器開発施設

の多くの再建に取り掛かり、再び開発計画を進めてきたと見られた。その結果、米・英を

中心とした多国籍軍によるイラク戦争が生起し、戦後、その実態解明が行われているが、

未だ主要な大量破壊兵器再開発の証拠となるものが見つかっておらず、またイラクの再開

発の見積もりは誤りではなかったかとの調査も行われている。 

  2004年 6月に誕生したイラク暫定政権は、今後再び大量破壊兵器の開発・保有等は行わ

ないとの声明をだしている。 

  過去の開発（主として湾岸戦争以前）の実態について簡単に纏めれば、次の通りである。 

  かって、イラクは最も重大な生物兵器拡散の脅威がある国であった。1972年に BWCに署

名し、1991年に条約を批准したにも拘わらず、イラクは明らかに積極的な生物兵器開発プ
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ログラムを追求して来た。湾岸戦争後、国連安全保障理事会はイラクにそのプログラムを

完全に停止し、破棄することを要求したが、イラクはこれを拒否し、妨害、拒否及び自分

達の努力を隠すための言い訳の政策を採って来た。1995年、イラクの政府関係者はイラク

がバルク状の生物剤30,000リットルを製造したこと、その内の幾分かはスカッドミサイル

弾頭や投下型爆弾などの弾薬に充填したこと、を認めざるを得なかった。イラクが認めた

量の4倍以上のものを製造した可能性もあり、また生物兵器弾頭として6から16発を保有

していた。1998年査察が停止したが、イラクはそのプログラムを再構築したかも知れない

と見られていた。その後イラク戦争により、フセイン体制が崩壊し、今日に至っているが、

生物兵器製造、保有、インフラの再構築等の証拠は、未だ発見されておらず、最近では、

米英等の見積もりが誤っていたのではないかとの論調が多い。今後イラクは一切全ての大

量破壊兵器の開発、製造、保有等はしないと言明している。 

 イラクの生物兵器に関する情報は次のようなものがあり、ごく最近のものから順に調査・

分析することとする。 

① 2004年 5月 17日、パウエル米国務長官は、米NBC放送に出演、イラクの大量破

壊兵器に関する情報について、CIA 等米政府機関が意図的に誤解させるような情報を伝

えていたと述べた。パウエル長官は2003年 2月 5日、国連安保理で偵察衛星写真等を使

い、イラクの大量破壊兵器疑惑を強調したが、その際に使用した複数の情報は不正確で

あったと認めた。（AFPR；5．17） 

② ブッシュ米大統領が設置した、「大量破壊兵器に関する米情報能力調査委員会」

が、2004年 5月 28日、2日間に亘り秘密会を開催し、現職・元情報担当官20人以上か

ら証言を聴取。来年3月、報告書を纏める予定という。イラクだけでなく、北朝鮮、リ

ビア、イラン、パキスタン、インドも調査対象にされるという。同様に米上院・下院の

情報委員会も夫々今年中に、イラクの大量破壊兵器に関する情報について報告を纏める

予定。（WP；５．28） 

③ 2004年 4月 3日、パウエル米国務長官は、自身が2003年 2月 5日に国連安保理

に公表した移動式生物兵器研究室に関し、誤った情報に基づいた説明があった個所があ

ると述べた。これは、観測気球用水素発生装置との指摘があるが調査は継続中。（WP；4．

5） 

④ 2004 年 3 月 3 日、ケイ米前イラク調査団長は、英ガーディアン紙に、戦前のイ

ラクに大量破壊兵器は存在しなかったと確信しており、ブッシュ米大統領は誤った判断

を認めその理由を究明すべきであると述べた。また、6 日、米下院情報委員会のハーマ

ン議員は、2 年以上前から米情報当局は、イラクのフセイン政権が大量破壊兵器を保有

していないという様々な情報を受け入れなくなったと述べた。（NYT；3．6） 

⑤ ブリックス前 UNMOVIC 委員長は、ブッシュ米大統領とブレア英首相がイラク戦

前に、同国の大量破壊兵器について誇張していたとの認識を示した。その動機を侵攻の
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ため政治的支持を盛り上げるためとし、具体例として今や信頼性を失った45分で大量破

壊兵器配備が可能と警告した英報告書を挙げた。（REUT；3．8） 

⑥ 2004年 3月 31日、ダルファー米イラク調査団長が非公開の上院軍事委員会、上

院情報特別委員会に出席、イラクの生物・化学兵器の捜索において大きな進展はないも

のの、フセイン政権は短期間で生物・化学兵器製造を開始できる能力を保有していたと

の見解を支持する情報を得たと証言した。（WP；3.31） 

⑦ 2004 年 2 月 5 日、ケイ前米イラク調査団長が、フセイン政権がイラク侵攻前に

大量の大量破壊兵器を備蓄していたとは考えがたいと証言したことを受け、ブッシュ大

統領の発言に変化が見られた。大統領はフセイン氏が大量破壊兵器を製造する技術、イ

ンフラ等必要な能力を有していたとし、大量破壊兵器の意思があったとして侵攻を正当

化した。（DJIN；2．5） 

⑧ 2004 年 3 月 3 日、パウエル米国務長官は、フセイン政権が大量破壊兵器を保有

していなかった場合も、制裁解除後の製造再開を狙い製造能力を温存していたと指摘、

ブッシュ政権のイラク侵攻判断を擁護した。（WP；3．3） 

⑨ 2004 年 1 月 9 日、米カーネギー平和財団は、米情報当局はイラクの生物、化学

兵器能力を過剰評価していたと報告書で発表した。また2002年 10月の国家情報分析報

告（NIE）と米国防総省内部での分析グループとの間で見方に相違があったことについて、

2002年に政策決定者から何らかの影響が及ぼされたとの見方をしている。（FT；1．9） 

⑩ 2004 年 1 月 7 日、バグダッド陥落後９カ月となるが、米英大量破壊兵器捜索隊

の調査により、大量破壊兵器等関連の未報告の記録、施設、物資が発見された。しかし、

米英政府が戦前唱えていたような大量破壊兵器開発、製造が行われていたことを証明す

るものは見つかっていない。（WP；１．７） 

⑪ 2003年 3月 31日、ヒル元UNSCOM査察官は、UNSCOMによる1991年から1998年

の査察により95％の大量破壊兵器は廃棄されたとの認識を示し、現在のイラク戦が大量

破壊兵器廃棄のために行われているのであれば、正しいこととは言い切れないとの認識

を示した。生物・化学兵器については少量しか保有していないと見ているという。（AFPR；

3．31） 

キ． リビア 

  リビアは2003年 12月に大量破壊兵器廃棄を宣言し、その後、リビアの大量破壊兵器の

研究開発や保有の実態が次第に明らかになりつつあるが、昨年の廃棄宣言までのリビアの

生物兵器能力については、次のように評価されていた。すなわち、2001年 1月の米国防総

省の報告書（拡散；脅威と対応）では、「リビアはBWCに批准しているが、生物戦プログラ

ムは継続されてきた。このプログラムは、少量の生物剤生産能力はあるかも知れないが、

剤の研究開発以上には進んでいない。リビアのプログラムは科学者や技術基盤の貧弱さ、

装置･器材の不足、洗練された技術者の不足、加えて1992年から1999年までの国連の制裁
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でその進展が阻害されてきた。利用出来るジュアル･ユースの資機材を使用してリビアを支

援する外国からの技術･知識無しには、リビアの生物戦プログラムは現在の段階以上に大き

な進展はないと見られる。しかし、国連制裁の停止で、リビアの生物関連資機材や技術･

知識の取得が増大すると見積もられる」と評価していた。また、その他の資料（前述の

Deadly Arsenals）でも、「リビアは生物兵器計画を持っているものと見られるが、基礎的

な研究・開発の域を越えて進んだものには達していない」と見積もっていた。 

  他方、既に専門技術は海外から入手済みで秘密調達プロジェクトが進行しているとの情

報もあり、詳細は不明であったが、いずれにしても、リビアは、昨年（2003年）の大量破

壊兵器の廃棄宣言以来、OPCWの査察等国際的協力の姿勢に変換しており、その実態は次第

に明らかにされるものと見られる。 

  2003年 12月以来のリビアの生物兵器関連の情報には次の様な者が見られる。 

① 2003 年 12 月 21 日、大量破壊兵器開発放棄を宣言したリビアだが、生物兵器に

ついては英査察団が汎用施設を確認、化学兵器についてはラブタ近郊で10年以上前に製

造されたマスタード･ガスを米英査察団が確認した模様。（REUT；12．21） 

② 2004 年 1 月 24 日、米英査察団がリビア入りするが、生物兵器･化学兵器につい

ては、一部は分析のため米に移送する方針だが、多くは現地で廃棄される方針。（REUT；

1．24） 

ク． スーダン 

  スーダンは生物兵器計画を持っていないと見られているが、米国の政府関係者達は、ス

ーダンがこのような計画の開発に関心を示していると繰り返し警告している。 

  スーダンに関する生物兵器関連の情報には次の様な物が見られる。 

① 2001年 9月 19日、米テロ事件を受け、現在米政府内ではテロリストによる化学･

生物兵器使用の可能性に懸念が高まっている。米情報筋は数年前からアフガン北部のオ

サマ・ビン・ラディン氏のキャンプで、化学兵器開発が行われている可能性を指摘して

いた。イラク、リビア、スーダン等から入手の可能性もあり、軍備だけでなく公衆衛生

対策も迫られている。（WSJE；9．19） 

② 2001年 10月 6日、スーダンはかってテロとの関係を否定しつつ、米テロ事件の

首謀者オサマ･ビン・ラヂィンを匿っていたが、昨年から米国に協力的になっている。ま

た、同国は19年目になる内戦を抱えており、政権安定は困難を極める。（EM；10．6） 

③ 2001 年 11 月 20 日、米国がイラクと北朝鮮、恐らくイランが生物兵器開発を行

っており、リビアとシリアが生物兵器開発能力を有し、スーダンが開発に関心があると

発表したことに対し、仏外務省は不満を表明。特定国家を名指しすることにより、多国

間協調関係が崩れることを危惧している。（REUT;11．20） 

④ 2001 年 12 月 4 日、米国は BWC 総会で、1972 年生物兵器禁止条約の違反国に圧

力をかけるため、最終宣言において違反国の存在についての言及を求めている。現時点
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では特定国を指定していないが、先日ボルドン軍縮担当国務次官はイラク、北朝鮮、イ

ラン、リビア、シリア、スーダンに懸念を表明している。（REUT;12．4） 

ケ． イスラエル 

  イスラエルは、国際的に生物兵器の開発能力を保有する国に分類されているが、生物兵

器を実際に開発しているとの明らかな証拠はない。ただし、防御的な研究を行っている機

関の存在が伝えられて来た。2001年 1月の米国防総省の報告書では、イスラエルの大量破

壊兵器については触れられていないが、前述の2002年度版のDeadly Arsenalsでは、「イ

スラエルは高度の生物兵器計画を保有していると見られ、毒素兵器は勿論のこと、炭疽菌

やその他の、より高度な生物剤の製造をしている可能性が高い」と分析している。 

  なお、イスラエルはBWCには署名も批准もしていない。 

  最近のイスラエルの生物兵器関連情報は主としてイスラエルの生物兵器防護に関する情

報が多い。 

① 2002 年 8 月 5 日、イスラエル保健省は、イラクが米国の攻撃を受けた場合、報

復としてイスラエルを生物兵器で攻撃するとの観測があることから、新たに天然痘ワク

チンを製造していることを明らかにした。保健省の報道官は、イスラエルには既に 600

万人を超える国民に充分な量のワクチンがあり、およそ30万人の外国労働者、観光客な

どのために追加製造を行っていると述べた。（REUT;8．5） 

② 2002年 8月 15日、イスラエル政府は、米国がイラクに対して攻撃を行えば、イ

ラクがイスラエルを攻撃するとの不安が高まるなか、天然痘予防の種痘を開始し、近い

内に一般人向けで放射性元素吸収防止のための錠剤を配布する、と明らかにした。厚生

省は、保健医療関係者7,000人に種痘を済ませ、警察官、救急隊員、病院スタッフなど、

さらに15万人についても種痘を実施するかどうか、政府の判断を待っている、としてい

る。 

種痘の対象者は1万 5000人から15万人になるという。（REUT；8．15） 

③ イスラエルのイディオト・アハロノト紙によれば、同国政府は生物・化学兵器

による攻撃に備え、ガスマスク60万個、人工呼吸器用ポンプ、電池などの緊急調達を決

定した。同国のベンエリエザー国防相は「全国民へマスクを用意する。パニックに陥る

必要はない」と呼びかけた。（日経；10．8） 

④ 2003年 2月 24日、イスラエル陸軍幹部によれば、イスラエルはイラクからの化

学または生物兵器による攻撃に備え、市民用のガスマスクの改良費用に5億ドルを費や

した。（DJIN；2．24） 

コ． エジプト 

  エジプトはその化学・生物兵器プログラムを、イスラエルの核兵器に対する抑止力とし

ているほか、域内の全ての大量破壊兵器を禁止する包括的合意を形成するための対イスラ

エル圧力手段と考えている。これまで、エジプトは炭疽、ボツリヌス中毒、ペスト、コレ
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ラ、ツラレミア、鼻疽、ブルセラ症、類鼻疽、オウム病を引き起こす細菌、Q 熱を発生さ

せるリケッチア、日本脳炎、東部馬脳炎、インフルエンザ、天然痘を引き起こす微生物の

研究を行い、一部を兵器化したと言われて来た。エジプトの生物兵器活動に関する最も詳

細な公開資料は、1993年のロシアの対外情報機関によるレポートであるが、これには次の

ように述べられている；「エジプトが生物兵器の分野での軍事用途の研究プログラムを持っ

ていたことは確かであるが、軍事攻撃計画を支援するための生物兵器剤を製造したことを

示すデータは入手されていない。エジプトには冷凍施設に保存された生物兵器剤が存在す

ることを明らかにしている。様々な特性をもつ毒素が研究されており、現在まで、これら

を製造し、精製する技術が国立研究センターにおいて開発されている。…」 

  一方、エジプト政府は、少量の生物薬剤を保有しているとの発表をおこなっているが、

いまのところ、それらの大量生産又は兵器化への兆候についての情報はない。 

  最近の米国防総省の報告書、（拡散；脅威と対応）ではエジプトの生物兵器等については

触れてないが、前述のDeadly Arsenals（2002年）では、エジプトを生物兵器の研究開発

プログラムを持っている可能性のある国と位置づけ、「エジプトは1960年代の初めに、兵

器化した生物剤を生産する計画をスタートさせた相当の確証がある。1996年、米国の政府

当局は、1972年までにエジプトは生物戦のための生物剤の開発を行ったこと及びエジプト

がこの能力を廃棄したことを示すエビデンスがないこと、また生物戦を行うことの出来る

能力が引き続き存在しているらしいこと、などの評価を下している。最近、エジプトの政

府当局者達は、エジプトは決して生物兵器を開発し、製造し、貯蔵していないと主張して

いる」とエジプトの生物兵器能力について紹介している。 

  これらのことから、エジプトの能力は相当高いものと考えられ、活発な活動が懸念され

る。特に、エジプトは1972年 4月 10日に BWCに署名はしたものの、批准は未だに行われ

ず、イスラエルと共に数少ない懸念国の１つになっている。 

  最近のエジプトの生物兵器に関する情報には次のような報道がある。 

①    2002 年 6 月 3 日、米下院軍事委員会公聴会で米専門家が、エジプトは北朝鮮よ

りノドン中距離弾道ミサイル２４基を購入したとの見方を示し、同ミサイルの化学・生

物・核弾頭搭の可能性を指摘、イスラエルへの脅威となり地域の不安定化に繋がると主

張した。 

（Middle East Newsline；６．３） 

②    2002 年 11 月 16 日、ムバラク・エジプト大統領は、イスラエルに対抗するため

周辺諸国が大量破壊兵器を開発する危険性を指摘、米国に対し対イスラエル兵器供与を

止めるよう述べた。エジプトは生物・化学兵器関連条約に加盟していないものの、開発

の意図はないとしている。（WP；11．16） 

サ． ロシア 

  旧ソ連は、世界一の生物兵器製造国であり、軍事施設のみならず、軍以外の施設で
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生産と製造を行っていた。彼等は1950年頃から生物兵器の研究開発から製造までを行

い、1980年代末から1990年代初めには、6万人以上の人々が携わっていたと言われて

いる。 

  ソ連崩壊後、ロシア国防省は、旧ソ連国防省直轄の下で進めて来たソ連生物兵器計

画を受け継いでいる。傘下には主要生物兵器研究所5カ所、2次研究所7カ所を持ち、

合計6000人が所属している。また、国防省以外にも、しばしば「Biopreparat」組織、

或いは「Glavmikrobioprom」とも言われている医療及び微生物産業省があり、その傘

下には20カ所の生物兵器研究所がある。 

    旧ソ連の生物兵器計画には、炭疽菌、野兎病菌、腺ペスト菌、Q熱、コレラ菌、 

  ボツリヌス毒素、エンテロトキシン及びマイコトキシン等があげられている。ま 

  た最近の報道では遺伝子工学的生物兵器も既に製造されていたとも言われる。具 

  体的には、天然痘ウイルスに他の遺伝子を組み込む技術を開発したり、エボラ出 

  血熱やマールブルグ・ウイルスの遺伝子を利用する技術開発を1996〜1997年ごろに 

  完了したと推測されている。 

  1992 年エリツイン大統領は、1972 年の生物兵器禁止条約（BWC）を破って旧ソ連は

生物兵器計画を秘密裏に進めていたことを認めた。また、エリツイン大統領は

Sverdlovskの秘密生物兵器工場で、米国情報部が断言したように炭疽菌放出が発生し

たのは事故の結果であることを認め、調査することを許可した。この後、ロシアは生

物兵器の不正な製造計画を中止させる法令を作ったが、米英はロシアの生物兵器能力

と生産活動になお懸念を持ち、米・英・露3カ国による協議が始まったが、1994年以

来滞っている。 

  最近のロシアの生物兵器能力について、2001年 1月の米国防総省の報告書（拡散；

脅威と対応）では、「ソ連崩壊以来、ロシアは生物兵器計画のより積極的な縮小と再建

が行われており、キーとなる研究や生産施設の多くは予算的にも人的にも厳しい削減

が行われているが、旧ソ連から計画のキーとなるものは依然大きなインパクトとして

残されており、生物兵器の製造やその運搬手段の将来の近代化能力をサポートする態

勢を維持している。ロシアはBWCに批准しているが、合法的な生物兵器の防護活動の

範囲を越えた行いが現在、ロシアの限られた施設で行われている疑いがある。米国は

ロシアが現在行っている幾つかの攻撃的な生物戦活動に関する未確認情報を受け取っ

ている」と述べている。 

  他方、前述のDeadly Arsenals（2002年）は、「現在、ロシアにはまだ生物兵器の製

造施設の周辺には相当の不確実性が残っており、また生物剤や生物兵器が残留してい

る可能性が存在している」と見なしている。 

  これらを総合すると、ロシアも生物兵器の製造の疑惑国に１つと位置づけられる。 

最近のロシアの生物兵器関連情報には次のようなものが見られる。 
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① 2001 年 9 月、米政府筋によるとロシア企業は時にはロシア科学者のイラン派遣

を含め、様々な形態でイランの核・化学・生物兵器開発を支援している。また、ロシア

と北朝鮮は、核、化学、生物兵器及びその関連部品並びにミサイルをならず者国家や紛

争地域へ輸出する主要国である。（HI等；9．9．） 

② 2002 年 8 月 9 日、ブッシュ米大統領は、ロシアの生物・化学兵器の脅威を軽減

する計画のために数百万ドルに及ぶ当面の出資案に署名した。本件はロシアの科学者が

最近明らかにした、1971 年のアラル海の島でのソ連の生物兵器実験で引き起こされた

天然痘ウイルス曝露事件に関するものである。この事件ではウイルスが封じ込められる

までに、2人の子供と1人の女性が亡くなったとされている。（NYT；8．９） 

③ 2002年 10月 25日、ロシアのゲオルギー・マメドフ副外相は、「細菌及び毒素の

開発、生産及び貯蔵を禁止し、その廃棄のため、条約を強化するための具体的な手段を

とることは、基本的に重要なことである」とBWC第 5回検討委員会の議長との会談で表

明した。（BBCMI；10．25） 

④ 2002 年 11 月 9 日、2001 年末の生物兵器禁止条約強化のための再検討会議は、

米国と他の参加国との意見の相違から、宣言を採択することが出来ず延期となっていた。

そして、今月１１にちから 22 日までジュネーヴで会議が再開されるが、ロシアは BWC

強化に賛成しており、ロシア代表団は多国間ベースでの妥協点を見出そうとしている。

（ITW；11．９） 

⑤ 2003 年 8 月 15 日、「生物兵器に関する情報開示に否定的なロシアの姿勢は、同

国の化学兵器処理に対する米国の資金援助を困難にしている」と、ロシアの大量破壊兵

器の脅威削減に努力しているリチャード・ルーガー上院議員は語った。（DJIN；8．15） 

⑥ 2003年 9月 16日、米国とロシアは旧ソ連の軍事研究所からテロリストが生物兵

器を取得することを防止するための新プロジェクトをスタートさせたと、米国務省が発

表した。この生物産業イニシアチヴ（BII）は、2001年のブッシュ大統領とプーチン大

統領の会談で合意したものである。（AFPR；9．16） 

⑦ 2004年 3月 10日、米国防総省のリサ・ブロンソン技術安全保障・不拡散担当次

官補が、「約40 ｶ所の旧ソ連時代の生物兵器施設は貧弱な保安と不適切な数量管理状態

から、危険な状況にある」と、語った。（AFPR；3．10） 

 

 



- 52 - 

４ 民需用器材の開発動向 

（１） 病原性微生物取り扱いの基本 

はじめに 

 人類は古代から生物兵器を使用していた。井戸に死体を投げ込んで汚染させたことが旧

約聖書に記載されている。中世クリミア半島で、ペストで死んだ動物をカタパルトで、ジ

エノアの入植地に投げ込んだ歴史的事実もある。 

 生物兵器は現代でも各国で大量破壊兵器として安価で出来る、生産能力も科学技術の発

展とともに充分可能となった。 

 今日のバイオテクノロジーの発達とともに、各国、関連企業、研究機関ばかりでなく、

団体、個人でもその技術・設備・備品を容易に手に入れることが出来るようになった。 

 科学技術の発展は一方では、兵器開発に拍車をかけることになり、また、それを理由と

して、さらには実戦的に使用して一般市民をも巻き込むこととなり、被害に遭う可能性は、

これまでになく高まっている。 

 この脅威に対して、バイオテクノロジー研究を実施する機関の施設・設備・備品の実態

を知ることは重要である。さらには広い意味での対処法を知ることにもなる。 

① バイオテクノロジー研究に必要な技術とその周辺 

バイオの世界で細胞培養は絶対に必要な技術である。また、細胞培養に関する実験室、

実験方法の基本病原ウイルスの研究・検査および組み換えDNA等の実験を実施するために

は、組織培養のための実験室で実験技術を修得することが 低の必須である。 

 特に培養細胞の維持は、実験のために使うマウスを飼うようなものである。しかし、実

験動物施設は、今日では、バリアシステムのより高度な空調機システムを使用し、飼育環

境もよりクリーンな状態で動物実験に使用されている。今日では、動物の飼育装置はコン

パクトで性能のよい安価で簡易なものに変わってきている。 

 一方、我々の周囲では地球環境の攪乱、組み換え技術を応用した新しい微生物の誕生、

バイオテロの脅威、新興・再興感染症の出現は21世紀の人類への現実警告となってきてい

る。 

 この様な現状に対応すべく、より高度で研究者にとっても、生命の危機にかかわる感染

症対策、病原微生物への新たな挑戦に対処しなくてはならない。 

 この様な危険度の高い病原体を対象として、細胞培養技術を使用して増殖させ、多量な

病原微生物に接する実験作業は自然界での感染とは異なり感染事故として発生することが

容易となる。 
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 そのため、病原微生物実験操作においては封じ込め対策が重要になった。バイオハザー

ド対策の必要性が認識されるようになり、バイオセーフティの重要性が強く要望されてき

た。 

 病原微生物を一定領域内に封じ込め、外部への拡散を防止するためには、１）病原体の

危険度に応じた施設の安全な運用を適切な実験技術が必要である。２）高度なリスクに対

応した安全機器、器具を選定し使用する。３）病原性微生物のレベルに応じた適切な実験

室の構造と独立した設備を完備した状態で研究すること。この３要素を確認することが重

要である。 

 病原体の危険度分類は基本的に、病原性、疫学事象、予防・治療法の３項目が基準とな

り、バイオセーフティレベル1、2、3、4に分類されている。（表－１、２） 

 

      表－１ 感染症微生物の危険度分類基準（ＷＨＯ） 

 

危険度 １ （個体および地域社会に対する危険度が皆無）ヒトや動物に疾患をもたら

す可能性のない微生物 

危険度 ２  (個体に対する高い危険度、地域社会に対する低危険度)ヒトあるいは動物

に病原性を有するが、実験室内で曝露されると、重篤な感染を引き起こ

す可能性があるが、有効な治療法や予防法があり、伝播の可能性は低い

危険度 ３ （個体に対する高い危険度、地域社会に対する低危険度）通常、ヒトある

いは動物に重篤な疾病を起こすが、他の個体への伝播の可能性は低い。

有効な治療法と予防法の実施が可能である。 

危険度 ４  (個体および地域社会に対する高危険度)通常、ヒトまたは動物に重篤な疾

病を起こし、罹患者より他の個体への伝播が、直接または間接的に起こ

りやすい病原体である。有効な治療法、予防法は得られていない。 

 

  表－２  物理的封じ込めの要点 

レベル 物 理 的 隔 離 の 要 点 

  

①通常の微生物実験室に準ずる。 

②実験中は扉を閉める。 

Ｐ
１
レ
ベ
ル 

（最
低
） 

③実験衣の着用が望ましい。 
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④線栓ピペットまたは器械ピペット（器械のほうがよい）を使用する。   

  

      

Ｐ   ①安全キャビネットを使用する。 

2 

（
 ②エアロゾルの出る実験は安全キャビネット内で行う。 

レ 低 ③オートクレーブを備える。 

ベ 度 ④口によるピペット操作を禁じ、器械的なものとする。 

ル 

）
 ⑤実験用被服を着用し退室時は脱衣する。 

      

    ①実験室内全体を負圧にし、室外から室内へ向かう気流とする。 

   
 

②安全キャビネットを使用する。 

Ｐ   ③両方が同時に開放しない扉と脱衣室を備えた前室。 

3 

（
 ④内装は滅菌消毒しやすい構造となる。 

レ 中 ⑤室内空気を外へ出すときは、ＨＥＰＡフィルタで濾過する。 

ベ 度 ⑥許可された研究者のみ入室する。 

ル 

）
 ⑦バイオハザードの表示を行う。 

    ⑧実験衣は長袖で前の開かないものか、ボタンなしで上からかぶる等のものとし、

 
 

 
 

  手袋をつけ、靴を履き替える。 

    ⑨真空系は、フィルタと液体トラップを通す。 

      

    ①実験室内全体を負圧にし、室外から室内へ向かう気流にする。 

    ②クラスⅢの安全キャビネットを使用する。 

Ｐ   ③両扉式オートクレーブとし実験室外へ出すときはすべてオートクレーブを通す。

4 

（
 ④実験室は負圧とし、すべての空気はＨＥＰＡフィルタを通して排気する。 

レ 高   排気は独立した系統とする。 

ベ 度 ⑤廃水はすべて滅菌装置を通す。 

ル 

）
 ⑥真空系はＨＥＰＡフィルタを通す。 

    

⑦研究者は前室に入り、シャワーを浴びて特別に作られた予防衣（使い捨ての予

防衣、足カバー）に着替え、足用消毒槽を歩いて、外部トエアロックされた実験

室へ入る。終了後は、逆の順に普通の衣服に着替える。 
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病原体を封じ込めるためには、上述の3項目にハードウェア管理・教育が重要になって

くる。 

 バイオハザードは防止施設としては、隔離病棟や各種病原体の研究機関等であったが、

近年、国際伝染病やバイオテロ対策のためにも高度安全隔離、病原体を厳重に密閉し研究

管理するための施設が必要となった。また、組み換えDNA研究の発展により、これまで自

然界に存在しなかった微生物が作られるという潜在的危険の可能性が現実的なものとなり、

1976年アメリカ国立衛生研究所（NIH）から組み換えDNA実験ガイドラインが出された。 

 バイオハザード防止の基本は研究者の教育と実技訓練にある。実験室内で日常操作起こ

りうる危険性を熟知し、その対策については、充分な基本的実験操作を繰り返して訓練し、

身につけることが も重要である。ただ、各研究機関研究室ではそれぞれ異なったやり方

があり、工夫しながら構築した技術があるので注意しなければならない。 

 安全キャビネットを置いてある実験エリアの清潔度は施設によっても異なる。他の実験

者と共同に作業する場合も少なくないであろう。隔離された部屋であっても、他の実験室

と行き来するとなれば、他の部屋からの持ち込みを含め、他の部屋のきれいさも関係して

くる。それによって雑菌やカビが混入することもあり、逆に侵入することが可能であれば、

病原体を含む実験材料が外に出てしまうことも可能となるであろう。 

 操作法から手を抜くことは危険性を拡散してしまう結果となる。以上のことより、無菌

操作に慣れ、元気な細胞を維持・継代できることを目標とした実際に必要な設備、備品、

消耗品、及び実験操作について述べる。 

 ア. 細胞培養の基本技術 

 細胞培養は生体組織を取り出して、細胞をばらばらにし、適当な培養器内で維持・増殖

させることである。 

 多細胞生物においては、細胞は多様な性質をもつ異なった小集団に分化し、それぞれが

相互に制御しあいながら、有機的かつ動物調和を保っている。したがって動物体内で、あ

る特定の細胞集団の本態や生理機能を研究することは、関与する因子が多すぎて非常に困

難を伴うことが多い。一般的に細胞培養は、比較的性質が明らかで均一な細胞集団を使い、

限定された条件下で実験を行えるため、近年医学、薬学、生物学、感染免疫学研究の分野

では も重要な操作の一つになっている。 
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イ. 細胞培養室 

 培養室の標準的なものを（図－１、２）に示す。 

 息をするのもはばかれるくらい清潔な培養室でなければならない。すべてここでは無菌

操作が要求されるからである。 

 ウ. 前室 

 外部と内部をきりはなす空間であり、外部のホコリを持ち込まない。内部の付着を脱ぎ

捨てる場所である。 

 ・普段培養室では専用の白衣を着る。 

 ・履き物を培養室のものに履き替える。 

 ・日本は湿度が高いから、空気中の雑菌が多い。 

 ・実験室への廊下はホコリが多い。 

 ・実験室へ入る前、出来る時には必ず手を洗う。 

エ. バイオセフティのために必要な無菌作業の概念 

 （ア）無菌室、クリーンベンチ等、ハード面に関し、実験室内で培養細胞を使用し、感

染性病原体を使用し、実験を実施することによる実験室内感染は、エアゾールが原因であ

ることが示されており、病原体を取り扱う操作でのエアゾールの発生は必ずしも防止する

ことができず、施設面での対応が必要となる。封じ込め基準は危険な微生物を一定の境界

内に封じ込めて、実験者への感染および外界への拡散を防止するため、生物学的封じ込め

と物理的封じ込めの2通りがある。 

 （イ） 封じ込め 

 a. 生物学的封じ込め 

 自然環境下での生存能力の低い宿主と宿主依存性の高いベクターの組合せを使うことに

よって組み換え体の伝播・感染を防止することを目的とする。組み換えDNA実験指針では

その生存能力に応じてB1、B2に分類されている。 

 b. 物理的封じ込め 

 微生物を一定空間内に閉じこめて、人間が接触する機会を極力減らすことを目的とし、

特に施設・設備面での対応が必要となる。 

 物理的封じ込めは、一次隔離と二次隔離の２段階の対策を必要とする。一次隔離とは、

病原体と実験者との間の隔離であり、実験者への感染防止を目的としている。一次隔離は

主として安全キャビネットによって達成される。二次隔離は、実験室と外部環境の間の隔

離で実験室外への影響を防止することを目的としている。二次隔離は実験室の構造につい
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て注意が必要である。高度安全実験室におけるバリアの考え方を図－２に示す。 

 物理的封じ込めは、取り扱う微生物および実施しようとする実験の危険度に応じて封じ

込めの程度が設定されており、P1～P4の 4段階に分けて考えられる。実験指針による各レ

ベルの物理的封じ込めの要点を表－２に示す。 

 バイオセフティークリーンルームで細胞培養、実験操作を実施するためにも培養室はじ

めエリア内の掃除は大切であるとともに、ホコリをたてるようなこと、掃除機等で清掃す

ることは禁物である。化学雑巾や不織布などをつけたモップで床を掃除する。1 日のなか

では夜あるいは夕方、一週間のなかでは週末の夕方など、なるべく予告しておいて実施す

る。 

 オ. 設備・用具 

 細胞培養は、無菌的条件下で細胞を適当な容器内で栄養液に浸し、ときどき観察しなが

ら恒温で維持することにほかならない。したがって、どのような設備・用具が必要である

かは、その線に沿って考えていけばよい。 

 a. 無菌作業と滅菌に必要な設備・用具 

 (ａ) 無菌室、クリーンベンチ、無菌箱 

無菌室は、電気集塵機・フィルター・紫外線ランプなどを経て滅菌された空気が常に流

れている小部屋で、無菌作業に 適である。壁は凹凸を少なくして、カビ止剤を塗ってお

く。電気・ガス・水道を配管し、また精神衛生的観点と、ガス中毒や火傷などの思わぬ事

故に備えて、外から内部を容易に見渡せるよう十分なガラス面をもつことが望ましい。（写

真－１）筆者らの研究室では、無菌室が比較的大きく人の出入りも激しいので、クリーン

ベンチ（写真－２）を中に入れ、ついでに遠心機（写真－３）・CO2インキュベーター（写

真－４）・顕微鏡（写真－５）なども中に入れているが、雑菌感染もほとんどなく使いやす

い。 

 クリーンベンチは HEPA フィルターを通した空気が上面または側面から層状に流れ出る

機構をもった作業台で、手軽に無菌作業ができるため も広く普及している。間口は90～

180cmくらいであるが、ピペット缶（写真－６）や培地瓶（写真－７）などを入れるため、

広めのほうが使いやすい。ガスは足踏みスイッチで開閉を行う。（写真－８）内部に吸引コ

ックを備えているものもあるが、培地を吸引すると雑菌繁殖の温床になるので、筆者らは

作業の都度吸引瓶（写真－９）を持ち込んで手元で吸引している。使用しないときは、殺

菌灯をつけておく。ウイルスなどに汚染されているおそれのある細胞や組織を扱うときは、

排気もフィルターを通すバイオハザード型のクリーンベンチ（写真－１０）を使用する。
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以上の設備をまったく利用できない場合は、人や空気の動きの少ない研究室の隅を清浄に

保って単なる箱を置き、ガスバーナーの下で作業を行えば、ある程度の無菌状態を保ちう

る。 

 (b) 滅菌・殺菌・消毒 

 細胞に直接・間接に接するものはすべて滅菌して使用する。滅菌は対象物に存在するす

べての生物を殺してしまう方法であり、必然的に も抵抗力の強い生物を殺せる方法が採

用されることとなる。現在知られている も抵抗力の強い生物は細菌の芽胞であるから、

これを死滅させ、あるいは除去する方法が滅菌法となる。それゆえ、滅菌を施した場合に

は、そこには生きた生物は存在しないのが原則である。それに対して、消毒はもっとゆる

やかな方法であり、芽胞は死なないが、普通の細菌は死滅する方法である。乾熱滅菌器（写

真－１１）は乾燥状態で加熱することにより滅菌するもので、180℃、2時間を標準として

いる。ガラス製品や金属製品などの耐熱製器具の滅菌に使われる。高圧滅菌器（写真－１

２）は120℃（約2気圧）、15分の高圧蒸気で滅菌する。水溶液や乾熱滅菌の条件に耐えな

い器具の滅菌に使われる。乾熱滅菌器が入手できない場合は、高圧滅菌器を使い滅菌後、

陽水のうちに水を抜いて残熱で乾燥することにより代用しうる。 

大部分の培地をはじめ、耐熱性のない溶液は、0.2～0.45μm孔径のフィルターで濾過する。

多種多様な使い捨てのフィルターが市販されているので、用途に応じて選べばよい。（写真

－１３）自分で組み立てる装置も使われるが、手間がかかる上信頼度も劣り、勧められな

い。この他、ガス滅菌、γ線・紫外線照射も目的に応じて使われる。 

 b. 培養容器とインキュベーター 

 (ａ) 培養容器  

 細胞を培養する容器は、ガラス製とプラスチック製がある。それぞれディッシュ型、ボ

トル型、試験管型とそろっており、多様なサイズのものが市販されている。（写真－１４）

ガラス製品は、洗剤でブラッシングをし、よくゆすいで乾熱滅菌をして再使用する。プラ

スチック製品は原則として使い捨てだが、必要なら表面を傷つけないようにガーゼでそっ

と洗ってγ線かガス滅菌をする。細胞との適合性、経済性、人手の有無などを考慮してど

ちらを使用するか決めるが、現在はプラスチックが主流となった。培養容器の種類、入手

法の詳細は、文献の付録を見てほしい。ボトル型はディッシュ型に比べ高価なので、筆者

らのところでは、特に長期培養を要するときや、細胞をよそへ送るときのみ使用している。

ちなみに、細胞を送るには、プラスチック瓶に培養して培地をいっぱいに詰め速達郵便で

送るのが も簡便かつ安全である。 
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 (ｂ) インキュベーター 

 培養容器とインキュベーターは関連している。密栓して培養する場合は、インキュベー

ターは単に温度を一定に保つものでよい。しかし、現在大部分の動物細胞用培地のｐH は

炭酸－炭酸水素ナトリウム緩衝系によって維持されているので、気相のCO2濃度を5～10％

に保つ方が強力な緩衝作用が得られる。したがって、開放系の容器（ディッシュや栓を緩

めた瓶）を使い、庫内の気相を CO2 5～10％、湿度 90％以上に保つ C02インキュベーター

を使うのが普通である。CO2 インキュベーターが利用できない状況下で開放系培養をした

いときは、密閉可能で、すのこ入りの大きなプラスチック製弁当箱の底に 5％炭酸水素ナ

トリウム水溶液を100mlくらい入れ、上に培養容器を置き密閉して通常のインキュベータ

ーに入れるとよい。回転培養や浮遊培養のためには、それぞれ装置を組み込んだインキュ

ベーターが市販されている。 

 (c) 細胞の取り扱いに必要な器具 

  ピペット類 

 目盛りの付いた広口駒込ピペットを汎用する。定量的実験には、10mlメスピペット、1ml

までのピペットマンとチップを用意する。（写真－１５） 

  遠心管 

 50ml、10～15ml、1～1.5ml の 3種類用意すればたいていの作業には間に合う。 

  遠心機 

 1500rpm（500×g）くらいまで出れば 低の用は足りるが、冷却器付きで3000rpm（1500

×g）まで出る方がよい。多少のバランスのふぞろいに耐える方が実用的である。 

  その他 

 血球計算版、ラバーポリスマン、ピンセット、メス、はさみ、培地瓶など。 

（d） その他培養に必要な器具 

 顕微鏡は、倒立位相差顕微鏡と通常の顕微鏡の両方を必要とする。培養にとって、良

質の水は も重要なので、再蒸留するか純水製造装置を使用する。（写真－１６）ピペット

その他のガラス器具は、超音波洗浄器を使って洗う。 

 （カ） 滅菌・無菌操作 

 動物細胞培養系は、ある種の細菌、真菌、マイコプラズマにとっても生育に好適である。

一度感染すると急速に増殖し、栄養分の枯渇や毒性代謝物の産生を通じて細胞を死滅させ

たり、マイコプラズマのように持続感染を起こして細胞を部分変性させ本来の機能を損な

う。したがって、細胞に直接・間接に触れるものはすべて滅菌し、細胞の取り扱いにあた
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っては、雑菌の混入を防ぐよう無菌操作に努める必要がある。 

 以上バイオテクノロジー技術にとって 低限必要な細胞培養技術、設備、機器、備品、

操作のための滅菌方法について、すぐに対応出来るポイントに重点を置きつつ概説した。 

 一方、培養細胞は人工的条件下におかれているため、新しい組織、癌組織等はすぐには

人工培地で培養することは、困難をともなう。また多かれ少なかれもとの細胞組織の特性

から変異することが知られている。近年実施動物学の発展と設備の高度化による、多くの

免疫不全動物を飼育・繁殖することが可能となり、人工培地を使用しなくても、簡易に異

種の組織・細胞をヌードマウス・ノックアウトマウスに移植、増殖させることが可能とな

ったので、この技術的方法についても、具体的に述べる。 

 （２） ヌードマウスへのヒトがん移植法 

 ヒトがんのヌードマウス（BALB／c（nu／nu）への異種移植についての報告は、1969年、

Rygaard と Povlson によりはじめて行われた。以来ヒトがん研究の有力な手段として、in 

vivo実験系が本格的に開発された。わが国においても実験動物の飼育・繁殖・管理に関す

る高い技術が確立されており、ヌードマウス、ヌードラット、SCIDマウスなどの導入が容

易であったことにより、特にヌードマウス・ヒトがん移植系の研究は短期間で普及し、制

がん剤感受性試験をはじめ、がん研究の臨床への応用も展開されている。 

  ① ヌードマウス 

 ヌードマウス（nu／nu）は、先天的胸腺欠損による免疫不全動物であり、ヒト悪性腫瘍

のヌードマウスへの移植実験など長時間、この動物を飼育するには、ヌードマウスの特性、

飼育管理、取り扱い技術の重要性を認識すべきである。 

 ａ. ヌードマウスの特性 

 ヌードマウスは無毛と胸腺欠損以外、特定病原体感染防止条件（specific pathogen-free、

SPF）環境で飼育すれば大きな異常は示さない。胸腺依存の免疫担当細胞（T細胞）におい

て、θ陽性細胞が数％存在を観察される。しかし、T 細胞機能はほとんど有しない。ナチ

ュラルキラー細胞（NK）活性はへテロマウス（nu／＋）に比較して亢進が認められる。マ

クロファージ機能もヘテロマウスやBALB／cマウスに比較して亢進している。 

 先天的胸腺欠損のヌードマウスはヒトがんの移植が可能である。移植された腫瘍の組織

形態や、その機能もよく維持されている。しかし、すべてのヒトがんがヌードマウスに移

植可能なわけではない。胸腺は欠損しているが、異物に対するマクロファージや好中球な

どの認識機能や処理能力を有するためと考えられる。 

 ｂ. ヌードマウスの飼育 
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 ヌードマウス・ヒトがん移植実験系で、この動物を長期間飼育するには、微生物学的に

統御された環境で飼育せねばならない。（写真－１７）簡単に環境制御ができる装置として

は、クリーンラック（日東エアテック社）があり、温度、湿度を調整し、高性能フィルタ

ーを通して無菌空気を流して、どこでも簡易に飼育できる装置がある。各ケージ間の相互

感染を防ぐためケージにはフィルターキャップを使用することが大切である。飼育実験環

境は、できればSPF施設内で行うことが、安全にヌードマウス・ヒトがん移植の研究を行

う上で重要なことである。 

 ② ヌードマウスのヒトがんの移植法 

 ａ．患者の腫瘍材料 

 ヒトの腫瘍材料としては、手術時摘出材料、剖検時材料、生検材料およびヌードマウス

継代可移植性腫瘍がある。これらの材料は無菌的に採取したものが良い。採取した材料は

ハンクス液に入れ、速やかに移植することがいちばん良い。材料の運搬などで移植までに

長時間を要する場合は、１０％ウシ胎仔血清添加RPMI1640などの組織培養培地にペニシリ

ン（100 単位／ml）、ストレプトマイシン（100μg／ml）を添加した培養液に材料を浸し、

4℃で搬送、保存することが望ましい。 

 ｂ．固形腫瘍の移植方法 

 （a）移植に必要な器具 

 １）眼科用はさみ：固形腫瘍を細切するのには湾曲したものが使いやすい 

 ２）眼科用ピンセット：無鉤やへら状の強い刃先のもの 

３）移植針：内径3mmステンレス移植用ゾンデ（日本クレア社）、あるいは輸血針17G 

４）注射器：1ml使い捨て 

５）外科用アロンアルファ：ヌードマウス皮膚切開部の接着に使用 

６）滅菌S型ディッシュ：腫瘍細切時使用 

７）外科用イソジン液、消毒用アルコール：ヌードマウスの移植部位の皮膚消毒に使用 

８）マウス固定台：コルク板、マウス継代腫瘍採取時に使用 

その他、手術用手袋、マスク、無埃衣、ドレープなど。移植に際し必要な器材は滅菌バ

ックに入れ、121℃、15分、高圧滅菌やエチレンオキシドガス滅菌を行っておく。 

(b）移植 

 ［手術時摘出固形腫瘍を直接ヌードマウス胸部皮下に移植針で移植する方法］ 

 １）ハンクス液に入った摘出腫瘍を滅菌ディッシュにとり、はさみとピンセットで腫瘍

周辺の脂肪や結合組織、壊死組織をていねいに取り除く。 
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 ２）腫瘍部分を別の滅菌ディッシュに移す。 

 ３）重量測定後、新しいはさみとピンセットを使用し、腫瘍を3mm角に細切し、移植針

に1～3個の腫瘍をつめる。 

 ４）イソジン液などで消毒したヌードマウスの皮膚をはさみで切開する。 

 ５）移植針を切開部より3～4cm皮下を通し挿入し、胸部皮下へ移動し、移植針内筒を軽

く押して腫瘍を移植する。 

 ６）移植針を抜き取り、皮膚切開部は外科用アロンアルファで傷口を接着する。この際、

ヌードマウスの腹部を軽く前屈させると傷口が広がらないできれいに処置するこ

とができる。 

 ｃ．腫瘍組織を酵素処理し浮遊細菌を移植する方法 

 腫瘍の一定細胞数をヌードマウスに移植し、抗がん剤感受性試験などを実施する場合に

一般的に使用するので、細胞浮遊液のつくり方を示す。 

１） 手術時摘出腫瘍、ヌードマウス継代腫瘍を無菌的に採取する。 

２） ハンクス液を入れた滅菌ディッシュに腫瘍を入れ壊死組織、脂肪などを取り除く。 

 ３）腫瘍部を滅菌ディッシュに移し、はさみで細切する。 

 ４）細切片にハンクス液を入れ駒込ピペットでピペッティングする。 

 ５）50mlプラスチック遠心管に移し、ハンクス液で3回静置（約3分）洗浄する。 

 ６）上清を捨て、酵素（プロナーゼＥ50mg、DNアーゼＩ２０ｎｇ、Ⅰ型コラゲナーゼ20mg）

を 100mlのハンクス液に溶解した酵素カクテル液を腫瘍1g当たり10ml加え、かく

はん子の入った滅菌三角フラスコに移す。 

 ７）37℃恒温槽に入れ、30分ゆっくりかくはんする。 

 ８）ナイロンメッシュで濾過する。 

 ９）濾液を1000rpm（180×g）、5分、4℃で遠心する。 

 10）ハンクス液で3回遠心洗浄（1000rpm、5分）する。 

 11）上清を捨て、沈渣に 10％ウシ胎仔血清添加 RPMI1640 を適量加え、細胞浮遊液を調

製し、必要な細胞数を得る。 

 必要に応じて、ハンクス液、細胞培養液には、ペニシリン100単位／ml、ストレプトマ

イシン100μg／mlになるように加えることもある。 

 酵素処理で得られた細胞は105～106個／ネズミの割合で移植する。調製した細胞浮遊液

は 1ml の使い捨て注射器に吸い取り、17G 輸血針をつけ、注射器を軽く振って細胞を均等

に浮遊させながらヌードマウスの胸壁皮下、大腿部皮下、筋肉注射、側腹皮下、腹腔内、
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腎被膜下、脳内などに移植することができる。 

 株化された培養細胞のヌードマウスへの移植も、浮遊細胞は細胞調整し直接動物へ、継

代培養細胞系は、上記の酵素処理により細胞浮遊液に調製し、ヌードマウスの皮下あるい

は、腹腔内に105～106個を注射器に入れ移植すればよい。 

  移植腫瘍の測定 

 ヌードマウスの皮下に移植された腫瘍の測定はBattelle Columbus Laboratoriesの方法

が一般的に行われている。腫瘍の大きさは、長径、短径を実測し、以下の式で表す。 

 

 腫瘍体積(RW)＝（短径）2×（直径）／2 

 

可移植性向上のためヌードマウスを中心に、B 細胞、マクロファージ活性、ナチュラル

キラー活性などの宿主免疫能を低下させる試みとして、先天性脾欠損マウスへのnu遺伝子

の導入（LASATマウス）、照射と脾剔の併用、抗アシアロGM1抗体の投与、ナチュラルキラ

ー活性の低い若年性糖尿病マウス（NOD）へのnu遺伝子の導入、T細胞、B細胞の機能低下

しているSCIDマウスへのがん移植の試みなどを行っている。これらの研究の積み重ねによ

り、移植率の向上が図れ、生体を利用した制がん剤感受性試験が臨床と直結したがん研究

の有用な手段となりえると思われる。 

 以上、バイオテクノロジー技術に関するin vitro、in vivo研究の実際と関連する設備、

備品についての概略を示した。 

 我々は日常、すぐにこれらのものをとらえ、倉庫の片隅でも実用化することは容易であ

る。その結果が、人類生命健康を守ることに役立つことを願っている。しかし、その技術

が逆の道に進むことにならないようまたこれも願っている。 

  

 



- 64 - 

 

 

 

 



- 65 - 

 



- 66 - 

 
 （写真説明―１） ガラス張りの無菌室 

 
（写真―２） 上：組織培養室内クリーンベンチ 

       下：無菌室クリーンベンチ 
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（写真－３） 上：低速遠心機 

       下：超遠心機 
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（写真―４） CO２インキュベーター 
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（写真－５） 顕微鏡各種 
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（写真―６） 上：ピペット缶 

       下：マイクロピペットと滅菌されたチップ 
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（写真―７） 上：培地瓶 

       下：滅菌済使用培地の入った冷蔵庫 
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（写真―８） 上：ガスバーナー 

       下：クリーンベンチ内ガス元栓 
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（写真―９） ポンプ式吸引瓶 

 

 

（写真―１０） フィルターを通すバイオハザードクリーンベンチの通気口 
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（写真―１１） 乾熱滅菌機 
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（写真―１２） 上：大型高圧蒸気滅菌機 

        下：小型高圧蒸気滅菌機 
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（写真―１３） 上：少量濾過フィルター及び注射器 

        下：培地濾過用フィルター 
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（写真―１４） 上：各種組織培養容器ディスポ 

        下：ディスポ試験管及び試験管台（高圧滅菌可） 
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（写真―１５） 各種ピペット（ディスポ）及びピペットマン 

 

 
（写真―１６） 純水製造装置 
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（写真―１７） 上左：ＳＰＦ動物飼育装置 

        上右：パスボックス 

        下：無菌動物飼育用アイソレーター 

 



- 80 - 

（３） 最近のバイオテクノロジー 

 はじめに 

 バイオテクノロジーは生物（なかでも微生物が中心となる）工業過程に用いる技術であ

るといわれる。その中心をなしたものは DNA（つまりは遺伝子）の解析であり、近年著し

い進歩をとげている。1970 年代には遺伝子工学とも呼ばれていた。さらにさかのぼると

1953年のワトソン‐クリックのDNA二重らせんモデルの発表を契機に分子生物学といわれ

る研究分野が開けて来たのが分子生物学の曙である。これが現在のバイオテクノロジーの

発展につながっている。この進歩を支える技術の一端がDNAや RNAのヌクレオチド配列決

定法、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、マイクロアレイ等である。またこれに伴って核酸ば

かりでなく蛋白質の解析技法も進歩してきた。 

 近年の最大の話題は2003年 4月 14日、完了を宣言されたヒトゲノムの解読である。全

配列決定に国際協力で取り組んでからほぼ 15 年、30 億塩基の配列が決定した。生命科学

のアポロ計画と呼ばれたヒトゲノム計画の最重要目標の達成である。これを可能にしたの

は、高効率でDNAの化学合成が可能な自動合成器の開発により、塩基配列決定に不可欠な

DNA プライマーの入手が著しく容易になったこと、および蛍光指標を用いたシーケンス法

の開発によって、遺伝子の読み取りが速く、正確に、少量のDNAサンプルで行えるように

なったことである。科学の進歩のためには周辺技術の向上が必要なことを示している。 

 バイオテクノロジーの進歩はこれまでの産業とは根本的に異なる影響を人類に与えると

思われる。というのは研究対象が遺伝子であるため、生命と密接な関わり合いをもってい

るからである。バイオテクノロジーが関連する領域は食料、エネルギー、夢の新薬（創薬）、

臓器移植、クローン動物（生命操作）等広範囲に及ぶ。食料やエネルギー問題の解決や健

康の増進、維持、地球環境保全に不可欠な根源的技術となることは間違いない。短期的に

みれば医学の領域が特に影響される。ゲノム情報に基づく新しい薬の開発、皮膚、血管、

骨等の臓器の再生が可能となる。 

 しかしその未来はバラ色ばかりではない。光が強いだけに、影の部分も濃くなる。研究

開発を急ぐあまり無意識のなかに、有害なものを作り出す恐れはないのだろうか。例えば

遺伝子組み換え作物やクローン動物の問題である。この点に関しては、始まったばかりで、

これから未知の問題がいくつも出てくる事が予想される。クローン動物にはヒトのクロー

ン化が含まれる。倫理的な問題としても考えられなければならない。だがもっと恐ろしい

ことは、この技術が意識的に悪用されることであろう。SF小説では、広範囲にわたってテ

ーマとして取り上げられているが、特に問題となるのは、生物兵器の作成にこれらの技術
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が応用されることである。この場合には従来生物兵器に使用可能として考えられていた病

原体に対するのとは全く異なった対処法が必要になるであろう。新兵器出現の初期には、

対処方法がわからず、大きな混乱を招くこととなるであろう。 

 かなりの基礎的な研究を必要とするため、小規模のテロリストグループがバイオテクノ

ロジーを駆使した新しい生物兵器を開発できるかは疑問のあるところであるが、大きな組

織をもつテロリストや国家であれば、十分に可能であろう。ひるがえって従来型の生物兵

器やバイオテクノロジーを用いて開発した生物兵器に対して、バイオテクノロジーは有効

な対応手段を提供するであろう。病原体の検知、検出、疾患の予防、治療のすべてにわた

ってバイオテクノロジー技術は応用され、役に立つと思われる。バイオテクノロジーの技

術水準は国の運命や国民の生命をも左右しかねない。高い技術水準を達成し、維持してい

くことが非常に重要なこととなる。 

 いまやバイオテクノロジーは新（New）バイオテクノロジーと云われる時代に突入した。

ここではごく最近の進歩について述べることとし、従来の方法にはあまり触れないことと

する。たとえば光学顕微鏡や電子顕微鏡は、基本的には変わっていなくても、周辺技術は

著しく進歩し多様化しており、画像はデジタル化している。できるだけ最新の技術を記載

し、これらが生物兵器とどうかかわり合うかを考察することとする。 

① バイオテクノロジーに必要で近年著しく進歩したと思われる機材と技術 

ア. 顕微鏡 

 （ア） 光学顕微鏡 

  従来型の光学顕微鏡でも高級機種では、コンピューターを用いて制御され、操作が容

易となり、観察、記録、画像解析が簡便化している。いまやコンピューター抜きの顕微鏡

は考えられないと云われるほどである。 

 （イ） 蛍光顕微鏡 

  蛍光顕微鏡は光学顕微鏡の一種であるが、最近性能が飛躍的に向上している。レザー

や高感度検出装置などの光技術の進歩とコンピューターの画像処理の進展のためである。

直接肉眼で観察する代わりにディスプレイ上での観察やCCDカメラを介しての観察や画像

処理が中心となり、操作が容易となり、広く使用されるようになってきた。 

 （ウ） 共焦点レザー走査型顕微鏡 

  光源としてレザー光を用いる。さまざまな改良が加えられ、光の回折限界までの分解

能が得られている。非常に微小なプローブ領域で、資料の上をスキャンする。サンプルを

輪切りにすることなく、光学的な連続断層像を得ることができるのが特徴である。コンピ
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ューター環境の進展や蛍光色素の多様化で、かなり簡単で使いやすくなってきている。 

 （エ） 多光子顕微鏡 

  回転ディスクに配置された複数の微小レンズによって、高速にレーザービームを走査

することができ、かつ高ピークパワーのレザーを光源とするのが多光子顕微鏡である。フ

ェムト(10-15)秒の周波数の光を発するチタン・サファイアレーザーを用いた多光子顕微鏡

が開発された。顕微鏡の光源としてピンホールを通した微細なレーザを用い、これを高速

度で２次元の平面に亘って走査することで、細胞の標識分子の動きを高い分解能でかつ実

時間に描出する。生きたままの臓器や生体に本システムを応用する例として、生きた丸ご

との心臓に応用し、心臓の病的シグナルの動態を細胞レベルで捉え、生体組織のin  situ

イメージング法という生命解析の手段がある。臓器内イオン動態をリアルタイムで観るこ

とができる。生きた臓器や細胞における情報伝達の可視化や光による生体機能分子の制御

から病態発生メカニズムの解明に役立つ。ナノサージェリーと呼ばれる微小範囲の手術へ

の応用も考えられている。従来の顕微鏡観察では、生体から切り離された細胞を染色（色

素を付加）することで色を付け、分子やイオンを認識するにすぎなかったが、この染色作

業は熟練を要し，細胞の機能がしばしば失われる。非染色で細胞内分子の分布が観察でき

る手法として画期的である。今後この手法により、染色を行うことなく生体内でどのよう

な分子がどのように分布し、どのような構造変化によりどの機能が発現するのかが明らか

になれば、生物学上の大きなインパクトとなるであろう。 

 （オ） 近接場顕微鏡 

  最先端科学技術はナノメータ（１mmの百万分の１）のスケールの世界に突入している。

このナノスケールの世界をミクロンの波長のフォトンで計測し、制御・加工する工業用や

生きている細胞観察用がある，分解能100nmであるが、極低速ながら10nmに迫る高分解能

のイメージングが可能となってきている。波長以下の微小開口を有するプローブを使用し、

試料から反射される近接場の電磁波を検出すれば、回折限界を超越した、高い分解能の像

を得ることができる。この回折限界を越えた極微小領域でのキャラクタリゼーションを可

能にしたのが走査型近接場顕微鏡である。数十〜百nm程度の開口を持つファイバープロー

ブに光を導入すると、先端付近に 開口と同程度の大きさを持つ近接場光が発生する。プロ

ーブ先端に発生した近接場光と試料表面が相互作用することにより発生した散乱光を分光

検出する。近接場光の近傍に試料を近づけることで、 試料表面との相互作用の結果を数十

〜百nmの大きさで観測することができる。次次世代光ディスク（CD、MD、DVD等）の高密

度記録のために光の波長以下の30nm程度のピットサイズが目指されており、装置の候補の
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一つに走査近接場顕微鏡（SNOM）が挙げられている。 

 （カ） 超音波顕微鏡 

  超音波を用いた特殊な型の顕微鏡で試料の表層や内部を高分解能で映像化できる。用

途としてIC基盤の探傷，高分子化合物の材質検査やナノの世界を見ることがある。試料の

表面、表面近傍部および内部情報の観察や、音響的性質の測定など幅広く応用できる。金

属、セラミックス、半導体、樹脂などの内部欠陥の測定、半導体 デバイスの不良解析、接

着界面、塗装界面などの測定結果をクリ アに映像化する。これを利用する業種としては鉄

鋼・非鉄金属 金属加工 電気機器(通信) 電気機器(家電他) 電子機器(半導体・液晶) 

電子機器(その他) 自動車 その他製造業等があり、多数使用実績がある。観察資料とし

ては CSP、BGA、SO2、TSOP、DIP、QFP、TAB、IC、セラミックス、樹脂、ウェハー、金属、

非鉄金属などの内部のクラック、ボイドなどの傷、欠陥、接着不良などを非破壊で検査出

来る。又、その他に故障解析・ 非破壊検査・材料特性の研究等幅広い応用が可能である。 

超音波顕微鏡を使用して、材料内部の微細なクラックの発生箇所や大きさを調べることに

より、破損を防ぐ対策を立てることができる。生物学的な利用は今後の問題であるが、無

染色で観察可能であるので手術中の迅速診断、臨床超音波画像理解のための基礎データと

して臨床超音波画像と組織所見の対比、心臓，動脈硬化の場合の組織の物理的違いの検出、

生きている細胞の可視化が考えられる。 

 （キ） X線顕微鏡 

  X 線を物質に照射し、その物質との相互作用のミクロ現象を、何らかのプローブで観

察する方法である。光源として水の吸収が少ない軟X線を用いた顕微鏡が開発された。電

子顕微鏡試による観察では、試料を乾燥させなければならないので，生きた細胞を観察す

ることは出来ない。軟X線顕微鏡は，水を含んだ状態の試料で0.1ミクロン以下の構造を

見ることが出来る。 

 電子部品（多層プリント基板、半導体、IC部品）の配線はんだ不良等、セラミックスの

割れ、微細クラック、機械部品の接合性、複合材料の内部欠陥などを非破壊的に検査に使

用される。生物、医学、材料科学、高分子化学、環境科学などの広い分野での利用が考え

られている。 

電子顕微鏡、光学顕微鏡などと比較すると、その特徴は、  

1. 高い分解能を持つ。（チャンピオンデータ：分解能 19nm）  

2. 試料を厚い状態のまま観察できる。  

3. 染色の必要がない。  
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4. 水を含んだ試料（生の試料）をそのまま観察することができる可能性がある。  

つまり、X 線顕微鏡は、電子顕微鏡に匹敵する分解能を持ち、光学顕微鏡的センスで使え

る顕微鏡ということになり、これらの特徴から、実時間測定も可能で、時間分解能を持っ

たイメージングも期待されている。海外でのX線顕微鏡研究の現状は、開発から利用のフ

ェーズへと移行しつつある。 

 軟 X線顕微鏡は、光学顕微鏡よりも高い分解能で水中の微生物や培養細胞などの生物試

料を水中で生きているまま観察することのできる装置として注目されている。中でも、レ

ザー生成プラズマをフラッシュ X 線源とする密着型フラッシュ軟 X 線顕微鏡は、X 線露光

に要する時間が10ナノ秒以下と短く、X線照射による試料変性が始まる前に生物試料の軟

X 線像を撮影することができる点で優れている。電子技術総合研究所（現産業技術総合研

究所）では大出力レザーを用いて生物試料の観察を実現したのち、装置の小型化をはかり

卓上タイプの密着型フラッシュ軟X線顕微鏡を開発した。軟X線領域には、炭素のｋ殻吸

収端（4.4nm）と酸素のｋ殻吸収端（2.3nm）が位置しており、この間の波長領域では炭素

の軟X線吸収が酸素の軟X線吸収を約一桁上回っている。この「水の窓」と呼ばれる波長

領域の軟X線を用いると、水を構成している酸素によるX線吸収の影響を抑えて、生物試

料をその主な構成元素である炭素の密度分布として画像化（イメージング）することがで

きる。 

 X 線像の記録には、シリコン基板上にスピンコートした X 線感光性ポリマーであるポリ

メチルメタアクリレート（PMMA）薄膜を用いている。試料をX線記録媒体に密着させて置

くため、試料と同等のサイズのX線像が得られる。PMMA薄膜上にレリーフ状に記録された

X線像を原子間力顕微鏡（AFM）を用いて読み出すことにより、X線像の拡大をおこなう。

この装置を用いると生きている状態での炭素分布が画像化されるため、化学固定や脱水処

理などを必要とする電子顕微鏡では観察することのできない、生きていることに特有な構

造を捉えることが出来ると期待される。実例としてウニの精子の鞭毛やニワトリ胚由来の

培養神経細胞の成長円錐等がある。 

 X 線は、可視光よりも波長が短いので可視光よりも高い分解能が期待でき、また X 線特

有の、物質との相互作用を利用してミクロな物質の状態を調べることができる。 

 光電面、電子レンズ系、電子増倍部からなるX線ズーミング管と駆動電源部から構成さ

れ、さらに外部装置として画像読み出し用CCDカメラやビデオモニタなどが接続されてい

る。光電面上に結像された X 線画像は、ここで光電子に変換され、電子レンズにより MCP

上に拡大結像される。結像した電子画像は、MCP 通過時に電子増倍され、蛍光面で可視光
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に変換される。この可視光像をCCDカメラで読み出し、モニター上に出力する。画像拡大

率は、連続的可変で、試料やX線光学系を固定したまま出力画像の拡大率を10〜200倍の

範囲で変えられるほか、偏向作業によりX線画像の任意の場所を選択して拡大観察するこ

とが可能である。蛍光面上の画像は、MCP2枚で電子増倍された後で可視光像に変換される

ため、通常のCCDカメラで撮像することができる。また、画像処理装置を用いて連続積算

を行えば、微弱なX線画像でも、S/Nの良い画像に画質を改善することができる。 

 （ケ） トンネル顕微鏡（STM 走査型） 

  表面の極微細な構造や性状を観察可能な顕微鏡である。1982年に IBM チユ−リツヒ研

究所のG.Binnig と H.Rohrerにより第1号機が製作された。その後、改良が加えられ、現

在では表面化学、生物学、電子工学および機械工学のあらゆる分野において極限的な現象

の観測装置として、普及しつつある。(1987年にこの業績に対してノ−ベル物理学賞授与さ

れている) この装置の大きな特徴は原子分解能で導電性固体表面上の原子構造や局所的な

電子構造を視覚的に観察できるところである。 

 原理は極めて先鋭化した探針(白金イリジウムなどを電解エツチングや電気化学的な方

法で細くしている) を試料表面に接近させると(この距離は数nm(1nmは1000分の1ミクロ

ン))試料表面の電子雲と交差するようになる。この時、試料と探針の間に数Vのバイアス

電圧を与えると機械的に非接触状態であっても、これらの間に確率的にわずかに電流が流

れる。これがトンネル電流と呼ばれている。この微視的な電流(=数 nA)は、試料と探針の

距離に極めて敏感であるので、表面のナノメータスケールの微細な凹凸の測定が可能にな

る。 

 走査トンネル顕微鏡（STM）も原子、分子を一個ずつ直接観察できる手法である。タング

ステン等の導電性をもつ鋭い非常に細い針（探針）と試料の間に数ボルトの電圧をかけて、

探針−試料表面間距離を1ナノメートル程度まで近づけると、探針は試料に接していないの

にトンネル電流が流れる。探針−試料表面間距離に対して非常に敏感で、指数関数的に変化

する。 

 原子・分子の像を得るには、このトンネル電流を一定に保つように、圧電素子とよばれ

る電圧に敏感に反応する素子を介して、試料表面に沿って探針を走査する。  

 このときトンネル電流を一定に保つために圧電素子に加えた電圧を記録し画像化すれば、

試料表面の原子や分子を像として観察することができる。 トンネル顕微鏡は、表面のトポ

ロジカルな情報や電子状態についての情報を得るのに最適な研究手段の一つある。 

 走査トンネル顕微鏡では、現在DNAの二重らせんが観察されている。また、アデニンの
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みで構成されている物等の塩基識別は可能であるが、DNA等 4 塩基が混ざっている物の塩

基識別までには至っていない。また、走査トンネル顕微鏡では、かける電圧をずっと低く

して針を表面に近づけると針の真下にある分子を動かす事が出来る。将来DNAの塩基を置

換する事が可能になれば、遺伝子治療に用いられるかもしれない。 

 （コ） 原子力間顕微鏡（AFM） 

  1995年以来、非接触原子力間顕微鏡（NC-AFM）による物質表面の形態観察が長足の進

歩を遂げている。原子力間顕微鏡は、ナノスケールでの物質の表面形状の観察装置で、物

質表面の凹凸などの3次元的な形状を原子レベルで観察でき、最先端物質の原子配列の決

定や物性発現のメカニズムの解明への貢献が期待されている。現在のナノバイオロジーを

担う新しいデバイスである。 

 探針を物質表面上で掃引し、物質の表面凹凸に応じて起こる3次元的な形状をレザー光

で検出し、探針の先端と物質表面の間に働く原子間力を測定、物質表面の形態情報が高分

解で得られる特徴がある。針先を試料に接触させる方法と接触させない方法がある。着水

や静電気が原子間力顕微鏡の感度を下げる原因である。特に、絶縁体の分析に有力である。 

 ヘッドを交換することにより走査型トンネル顕微鏡（STM）と原子間力顕微鏡（AFM）の

両方の観察ができる機種もある。大気圧中で観察可能である。AFM での観察は導電性物質

のみならず非導電性物質の表面観察も可能で，様々な物質に応用できる。測定はコンピュ

ーター制御によって行われる。また，解析・画像処理ソフトにより物質表面の３次元的構

造をカラーで表示できる。 

 原子間力顕微鏡は光学顕微鏡の約100倍以上の解像度を有し，ナノメートルレベルでの

観察が可能である。微生物の形態検査へ応用できるかどうかが検討されている。純培養し

た菌を精製水，またはパラホルムアルデヒドとポリ-L-リジンとの混合液(PFA-PLL混合液)

に懸濁させたのち，カバーグラス上で風乾させたものを試料として，原子間力顕微鏡で観

察すると、試料をセットしてから，わずか数分後に，菌体，鞭毛，出芽痕などの鮮明な画

像が得られる。迅速性，簡便性，および高解像度の点から，原子間力顕微鏡の微生物検出

検査への応用が可能であると思われる。 (1)臨床検査材料および事故食品中における病因

または原因微生物のおおよその見当づけ，(2)乳酸菌やビール酵母など食品製造に使用する

微生物の状態管理，(3)試料中の微生物数の測定などに有効であると考えられた。 

 DNA、RNA、蛋白質、脂質膜、オルガネラ、細胞などの生体材料観察、操作に用いられる

が、単なる観察のための画像技術としてだけでなく、ナノハンドリングマシンとしての利

用も可能となってきている。 
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 DNA 鎖の観察では、感度が低いためどうしても塩基一つ一つの識別にまで至らないのが

現状である。 

（サ） 電子顕微鏡 

 電子顕微鏡には透過型電子顕微鏡と走査型電子顕微鏡があり、歴史的には透過型の方が

古くに開発されたが、走査型もからなり以前から使用されている。これらのさらに発展型

について述べる。 

 a. 超小型電子顕微鏡 

  走査型電子顕微鏡でかなりの小型化に成功している。本体の大きさは幅 395mm、袖机

と同じ幅なのでデスクサイドにも無理なく設置可能で、使いたい場所に設置できることで、

手軽な観察環境を実現し、導入効果を最大限に発揮する。設置のために特別なスペースを

確保することや、観察のために離れた場所まで出向く必要がなく利用できる。観察倍率15

倍〜10万倍で、操作もきわめて簡易化している。 

 b. 高解像度電子顕微鏡 

  最近、高解像度の電子顕微鏡が発表された。解像度が上がることのメリットは大きい。

1930年代の電子顕微鏡の発見以来、到達できる空間解像度はレンズ収差によって結像電子

の波長の５０倍に限定されてきた。この状況は17世紀にレーウエンフックが直面したもの

とよく似ている。ガラスレンズの質を改良した彼の仕事は直接、運河の水中に遍在する“極

微小動物”の発見へと導き、生命の基本は細胞であるということの最初のヒントとなった。

電子顕微鏡の収差の問題は最初からよく理解されていたが、電子顕微鏡収差の実用的な修

正方法が示されるまでに60年以上が経過した。それでさえ色収差は残り解像度を限定して

いた。走査透過電子顕微鏡の、色収差により感受性でないコンピューター制御収差修正の

実施が報告された。このアプローチにより１Å以下の試料を観察できた。これによって、

120keVエネルギーでの電子波長の20倍が見えることとなり、炭素基質の上の単一の原子、

僅かの数の原子の集合、金の島と共存する原子の単層原子“筏”の動的な像が得られた。

この技術はシリコン基盤損傷の閾値以下のエネルギーをもつ電子線を用いて、不純物とし

て混入する一つの原子の検出のための、半導体の原子柱結像ができることを示した。この

超高解像度電子顕微鏡が生物学・医学の分野で使用されるようになるのは、もうすこし先

のことであろうが、広範な利用が期待されるであろう。 

 c. 電子線トモグラフィー（ECT） 

 透過型電子顕微鏡は医学生物学分野で、微細構造観察に威力を発揮してきたが、立体観

察には奥行き方向の定量性や分解能に問題があるため、ステレオ法や連続切片法が行われ
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ていた。このため医療分野で用いられるX線コンピュータートモグラフィー（X線 CT）と

同様な高分解能の立体構造が可能な断層再構成法が研究された。多くの画像枚数を基に再

構成を行うため、安定した自動連続撮影装置の開発、高性能コンピューターとソフトの開

発が必要であった。また長時間電子線照射による試料の損傷も問題であった。しかし急速

な技術進歩でかなりこれらの問題点を克服し実用化に至っている。 

 d. 超解像位相差電子顕微鏡 

 結晶表面や界面における個々の原子のありのままの姿や､表面で起こる現象を無収差位相

像として原子レベルでとらえることができる。この技術によりバイオサンプルの分子レベ

ル観察を実現するために克服すべき技術内容について検討されている。 

 e. 極低温電子顕微鏡 

 電子顕微鏡の中は真空になっているので、水分のない乾燥状態で観察している。つまり

観察像が乾燥による変性のため。通常の生理的なものと異なっているのではないかという

問題がある。また高速の電子線が観察対象に照射されるので、電子線によって試料が損傷

することがある。極低温に冷すことで、この損傷を最小限に留めることができ、様々な有

機物を観察することができる。 

 低温にするためには、液体窒素を用いるものと液体ヘリウムを用いるものがある。液体

窒素を用いるものは簡便に利用できるが、同じ分解能の解析をするためには、試料に照射

できる電子線の量が液体ヘリウムを用いる場合の半分に制限される。液体ヘリウムを使用

した場合、8K より低い温度では、室温の 1／20 に電子線損傷を軽減できる。現在２Åの

分解能を有するものが開発されている。 

 高分解能極低温透過型電子顕微鏡により、液体ヘリウム温度での構造解析、凍結液体内

のナノ構造体の構造解析支援を行うことができる。加速電圧400kVの液体ヘリウムステー

ジ付き高分解能電子顕微鏡による極低温での原子分子スケールでの構造解析や電子線結晶

学による微細超薄結晶の結晶構造解析、急速凍結装置やクライオトランスファー装置と連

携して液体内に生成するナノ構造物の構造解析を支援する。特に極低温で電子線損傷が低

減されるので、有機物や生体の観察に利便性の高い方法である。 

イ. 滅菌法 

 滅菌とはすべての微生物（原虫、真菌、細菌、ウイルス）を完全に死滅させることをい

う。滅菌されたものは無菌状態であるという。無菌状態で器具の取り扱いをすることを無

菌操作という。無菌状態といっても、目的とする一種類の微生物だけは存在する状態で操

作を行う。滅菌と無菌操作は微生物取り扱いの基本である。バイオテロを試みるテロリス
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トにとっても必須の技術である。といっても難しいものではない。学生や実験助手が日常

的に行っている場合もある。微生物は取り扱わないが、手術室勤務の看護士も手術器具や

患者の傷口の取り扱いについて同様である。一般的に看護士は日常の業務を行うにも微生

物学の知識がなくてはならない。またある種の食品や薬品製造工場でも、微生物の混入を

嫌ってかなり厳格な管理を行っているところもある。 

 今までに種々の滅菌法が行われてきた。最も多用されるのは高圧蒸気滅菌で、オートク

レーブを用いて行われる。現在、殆どの病院とバイオ関係の実験室にはオートクレーブが

備え付けられている。ここでは、従来日常的に行われている滅菌法については述べずに、

最近でてきた方法や著しく改良されたものについて述べることにする。 

（ア） パルスドキセノン殺菌／滅菌装置 

 キセノンランプの強力な光を瞬時に効率よく照射する新しい光殺菌／滅菌システムで、

従来の低圧水銀、加熱、EOG（エチレンオキサイドガス）などにはない様々な効果があり、

いま最も注目されている技術である。1パルスの発光時間は、0.5ミリ秒以下で、他の方式

と比較して処理時間が劇的に短縮されている。瞬間発光のためワークの温度上昇がほとん

どなく、低温処理が可能で熱変性を防ぐことができる。 

 紫外線照射より強力で、ポリエチレンバイアル中の液体なら1パルス （発光数単位）で

も滅菌でき、20mlのバイアルなら5〜10本一括で滅菌 できる。 

 高圧蒸気滅菌機と比較して大幅な小型・軽量化を達成され、1／5〜1／10 のスペースで

取り付けが可能である、燃料費は1／10である、小ロットから大量生産まで、効率的に殺

菌／滅菌処理が行える、水銀を使用しない（紫外線照射滅菌には水銀ランプを使用する）

ので環境への負荷が少ない等の特徴がある（エチレンオキサイドガスには残留性や発ガン

性がある）。 

 （イ） 電子線照射 

 電子線照射の応用分野は、耐熱電線、ラジアルタイヤ、印刷などの工業分野、医療用具

の滅菌などの医学分野、排煙処理などの環境分野、海外では実用化されている食品照射な

どの農業分野など多岐にわたっている。 

電子滅菌の特徴 

 電子滅菌は他の滅菌方法に比べ、クリーンで環境に優しく、多くのメリットがる。 

 残留ガス処理（EOG滅菌）、放射線廃棄物処理（γ線滅菌）が発生しない 

 電源OFFで電子線照射が停止し、安全な状態となる 

 電源ON/OFF コントロールで生産量に合わせた柔軟な運用が可能 
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 透過力が比較的高く、最終梱包形態での滅菌が可能 

 処理時間が極めて短い 

 滅菌後に乾燥（高圧蒸気滅菌）、エアレーション（EOG滅菌）等の後処理が不要 

 照射対象物の温度上昇が少ない 

電子線照射の用途として一般的には次のような例があげられる。 

 医療用具、薬剤、容器の滅菌 

 高分子材料の改質 

 食品、切花の殺菌 

 排煙、汚水、汚泥の浄化処理 

電子線照射は電子の『加速エネルギー』と『ビーム出力』により適用範囲が決定される。 

加速エネルギーは電子の透過力を表す。（10MeVは放射化のおそれが無く、工業用として使

用できる上限値となる。）  

ビーム出力は単位時間当たりに照射される電子の数を表しビーム出力が大きいほど単位時

間当たりの滅菌生産量が増加する。  

 （ウ） 高熱水散布 

 循環水シャワー式滅菌装置と呼ばれる。 

 対照物の温度の均一化のため高圧蒸気の代わりに高熱水（120〜140℃）を散布する。主

にレトルト食品の滅菌に使用される。密封した耐熱性の袋や容器にいれ滅菌する。 

開発された機械は以下の特徴を持つ。 

  大量の循環水シャワーによる均一で短時間のプロセス。  

  とくに大容量の製品（大型バイアル、バッグなど）に好適。 

  完全なクローズドシステム。 

  製品温度にシンクロさせた正確な圧力制御システム。 

 （エ） 紫外線殺菌 

 従来殺菌灯として紫外線ランプが使用されていたが、現在システムとしていろんな方面

で利用されるようになった。 

紫外線殺菌システムは、細菌のDNAを破壊する最も合理的かつ効果的な殺菌方法で、食品

や包材などの表面に紫外線を照射する「表面殺菌」、食品原料水や洗浄用水・養殖用水のた

めの「流水殺菌」、浮遊菌を殺菌する「空気殺菌」など、食品衛生管理方式HACCP（危害分

析重要管理点方式）に対応した殺菌システムが衛生管理の一助を担っている。 

 食品原料水や洗浄用無菌水などの需要が急増している中、これからの水殺菌には殺菌コ
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ストの低減と大量処理能力が要求されている。紫外線による水殺菌は、熱殺菌のように大

型設備や大熱量を必要とせず、薬品殺菌のように水質に影響を与えないため、クリーンな

殺菌をきわめて合理的かつスピーディに行うことができる。 

 あらゆる菌種に有効である  

 対象物を変質させる心配が少ない、設備はコンパクト、維持費も安価、二次処理不要の

為、行程の簡素化、時間短縮、経費削減が図れる、常温で殺菌できる、耐性菌を作らない

等の利点がある。 

用途例として以下のものがある。 

加工業  

1 室内の殺菌 

2 容器・包装資材・設備の殺菌（ビン、キャップ、シート、コンベア装置など） 

3 包装前の食品の殺菌、透過フィルムによる包装後の殺菌 

4 原料水の殺菌・・・醸造用水、食品加工用水、糖液、製氷水など 

5 洗浄水の殺菌（容器、原料水、機械の洗浄など） 

6 排水の殺菌 

7 貯蔵設備の殺菌と防カビ 

薬品および化粧品工業  

1 原材料の殺菌 

2 原料水の殺菌 

3 容器・包装資材・設備の殺菌（ビン、キャップ、シート、コンベア装置など） 

4 洗浄水の殺菌 

5 包装室内の殺菌 

6 クリーンルーム搬入前の無菌化用の殺菌 

電子工業  

1 超純水中の微量有機物の光酸化分解 

2 超純水製産ラインでのRO膜前での殺菌 

3 クリーンルームの殺菌 

4 排水回収システムでの有機物酸化分解 

農水産業  

1 解凍水の殺菌 

2 養殖・洗浄水の殺菌（殻付カキ、ワカメなど） 
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3 孵化用水の殺菌（サケ等の卵や雅魚） 

4 養殖排水の殺菌 

5 水耕栽培システムでの養液の殺菌 

病院および研究機関  

1 室内の殺菌 

2 医療用実験水の殺菌（試料溶解水、試験・分析用水など） 

3 医療用洗浄用水の殺菌（手術前の手洗水、処置室の用水、医療器具の洗浄水など） 

4 医療・研究用排水の殺菌 

5 医療用搬送箱の殺菌 

食品店、レストランおよびホテル厨房  

1 貯蔵庫内の殺菌 

2 調理場内の殺菌 

3 調理台の殺菌 

4 洗浄水の殺菌 

その他  

1 飲料水の殺菌（船舶、鉄道列車、自動販売機など） 

2 下水の塩素に代わる殺菌 

3 緊急時用の飲料水殺菌 

4 プール水の殺菌  

 （オ） オゾン殺菌 

  オゾン（O3）自然界に存在する物質では空気中にも微量に含まれている。空気中のO2

に Oが不安定に結合して出来る気体で、不安定に結合したOは分離し易く、また分離する

時に他の物質と結合してその物質を酸化させる。 この現象を利用するのがオゾン殺菌やオ

ゾン脱臭などである。オゾンの持つ強烈な脱臭力・殺菌力は、空調分野、食品分野、上下

水道、オリンピックのプールなど幅広く活用されている。医療分野でも、感染対策用の新

しい殺菌剤として大きな注目を集めている。 

 実際の使用例には、医療器具の殺菌、病院内の消毒・消臭、食品関連業の殺菌・消毒、

工業廃出空気の脱臭、工業廃水の浄化、生活廃水や上水の浄化等に利用がある。  

オゾン殺菌のメリット  

 今まで上水の殺菌にはトリハロメタンなどの塩素化合物が使われてきた。しかし最近で

は、塩素化合物の発ガン性が問題にされており、塩素剤に代わる殺菌方法の開発が急がれ
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ている。オゾンは塩素の７倍という強力な酸化力を持っており、細菌、真菌、ウイルスの

殺菌にも効果がある。 

また、使用後は自己分解して酸素になるため二次公害の心配がない事も特筆すべき点であ

る。 

その特徴を列記する。 

自然界にも存在する  

 身近にあるオゾン層は、太陽からおくられてくる紫外線から、私たちを守る働きを行っ

ている、非常に大切な分子のかたまりのひとつです。もしオゾンがなくなってしまったら、

この地球上の生命は絶滅してしまっているであろう。 

残留毒性がない  

 オゾンは酸素（O2）に比べると非常に不安定な化合物のため、時間が経過するとともに、

徐々に酸素へと変化していく。このように、作用した後に物質そのものや気体が残ること

がないので、安心して、殺菌、脱臭、洗浄に使用できる。  

ほとんどの材質に使用可能 

 オゾンは、木材や布など、ほとんどの材質のものでその効果を得ることができる。しか

し天然ゴムに関しては、劣化を引き起こす原因となってしまう。  

多くの分野で利用されている  

 オゾンの殺菌、脱臭、空気洗浄力は、塩素の約7倍であり、その強力な威力は、病院や

レストラン、家庭の中など様々な分野での利用を可能としている。特に病院においては、

感染率の高いウイルスの不活化にも、強い効果を発揮することができる。 

隅々まで殺菌できる  

 オゾンは気体でできているため、部屋の隅々まで均一に殺菌、脱臭をすることができる。

また、その後も、酸素へと変化していくだけなので、後に残留物が残っているといった危

険性はない。  

前処理、後処理が必要ない  

 オゾンは、人体だけでなく、ほとんどのものに無害、ほとんどの材質は大丈夫なので、

機械を動作させれば、他に余分な作業の必要はない。さらに、常温、常湿で作業を行うこ

とができる。 

耐性菌ができない 

 オゾンは、ウイルスや細菌の核そのものに働きかけ、破壊や分解を行うため、耐性菌が

出来たり、その耐性菌による二次公害を引き起こしたりする心配がない。  
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低ランニングコストである  

 オゾンは酸素が原料なので、原料費や原料をはこぶための運搬料が不要である。必要な

費用は、オゾンをつくりだす機械の電気代だけなので、低ランニングコストですむ。 

市販されているオゾン脱臭・殺菌機  

 室内脱臭・殺菌装置 

 移動式脱臭装置 

オゾン脱臭・殺菌装置  

1 人がいる時には部屋の空気を吸込んで機械内部でオゾン殺菌。たくさんのマイナスイオ

ンと共に新鮮空気を放出する。  

2 人がいない時にはオゾンを部屋に放出し殺菌する。殺菌が終了したあとは余ったオゾン

を回収し分解してしまう。（自動制御）  

3 リモコン操作で取扱簡単。  

4 複数の部屋に設置し、一カ所で集中制御が可能である。  

オゾン脱臭・殺菌装置（天井取付タイプ）  

 医療施設や保育園・幼稚園、老健施設に最適である。 

1 複数の部屋にしかも場所をとらずに設置できる、天上カセットタイプのオゾン脱臭・除

菌装置である。  

2 それぞれの部屋に対し個別の設定ができ、多くの部屋を一カ所で集中制御できる。  

3 医療施設や老健施設に最適で、既存建物にも簡単に取り付けられる。  

（カ） 過酸化水素   

 弱い特有な臭気（オゾン臭）がある無色透明な液体で、水には任意の割合で均一に溶解

し、重金属との接触や異物の混入等がない場合はきわめて安定している。活性化酸素を含

み、漂白、化学反応、殺菌、脱臭等に使用されるが、分解して生成するものは無害・無毒

な水と酸素であることが最大の特長である。従来うがい薬や消毒薬として用いられていた

が、近年機器の開発が進み室内の殺菌にも使用されるようになった。かなり有効なもので

あると思われる。  

［化学式］ H2O2 

主な用途として下記のものがあげられる。 

 漂白剤（紙、パルプ、繊維、木材） 

 化学製品の中間原料（酸化剤） 

 工場排水・下水処理（殺菌、脱臭、脱色） 
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 医薬品の中間原料 

 金属処理（精錬、回収、表面処理） 

 プリント基板等のエッチング、洗浄 

 食品用の消毒剤等として使用されている。 

過酸化水素ガス発生装置によって殺菌を行う。 

過酸化水素による表面滅菌には次のような利点がある。 

 従来の方法に比べて菌の死滅が早い。 

 高レベルの滅菌レベルが得られる。 

 過酸化水素は装置内の触媒によって水と酸素に分解されるので残留がない。 

 市販の過酸化水素が使える。 

 発ガン性が無い。 

 アイソレーターとクリーンルームの表面滅菌用にCLARUS（商品名）が開発された。滅菌

は全ての表面に発生する過酸化水素のマイクロコンデンセーション（微小凝縮作用）によ

って行われる。このマイクロコンデンセーションは過酸化水素の微小な霧状粒子なので肉

眼では見えないが、これで菌を死滅させることが証明されている。 

 シーケンサー制御に加えて、デュアルサーキットシステム（2 系列配管方式）を採用し

過酸化水素の消費量を軽減、最適な滅菌条件の設定を可能にした。シーケンサーによって

過酸化水素のフローを常に監視し、ガス噴霧中に要求された量を安定して供給すると同時

に、デュアルサーキットにより触媒を別系統にセットした。これによってエアレーション

時にガスの除去が必要なときにだけ触媒を使用することができ、過酸化水素の使用量を節

約できるようになった。小型のアイソレーターでは数分、100m3 のクリーンルームで 1 時

間ほどのガス噴霧で滅菌できる。  

室内滅菌に滅菌剤に過酸化水素ガスを使用する場合、次の特徴がある。 

 作業者への安全性がより高い  

 滅菌性能が高い  

 分解が容易  

残留過酸化水素は食品衛生の重要な検査項目となっている。 

取扱上の注意として消防法、毒物・劇物取締法、労働安全衛生法等の関係法規の適用を受

ける。  

ウ. ナノバイオテクノロジー 

 ヒトをはじめ，多くの生物のゲノム情報が次々と解明され，この情報を応用する研究や
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産業が展開し，遺伝子(DNA)という分子にまつわる技術が格段に進歩しつつある。 

 細胞の構造と機能を理解するためには、細胞内での種々の物質、特に蛋白質や、遺伝子

の構造と機能をナノメートルさらに可能ならオングストローム解像度で解明することが必

要である。そのために必要な技術がナノバイオテクノロジーである。細胞の機能は生体物

質の分子構造、物性、化学的性質、細胞内での空間配置、他の生体物質との相互作用、分

子としての動き、細胞周期における機能動態が深く関わっている。これらの性質を細胞の

機能という視点から明らかにするという夢が実現されつつある。 

 ナノバイオテクノロジーはいま曙の時代である。接頭語「ナノ」は、近年先端材料分野

では必須の、大変よく知られる言葉となってきた。ナノテクノロジーは、材料分野におけ

るハイテクの代表となっているが、やっと始まったばかりといってよい。 

 ナノテクノロジー、通称ナノテクの研究目的は、ナノスケール（0.1〜100ナノメートル

程度）の物質を調べ操作するツールを開発すること、ナノスケール固有の特性や現象を利

用して材料や部品をつくることである。 

 ナノテクをバイオと組み合わせれば、ライフサイエンス分野において高度な研究ツール

やプロセスを実現する道が拓ける。現在のところ、ナノテクは研究用の装置や処理能力の

改善の面でライフサイエンス分野に多大な影響を及ぼしている。バイオの視点から技術開

発や微細加工に取り組めるので、分子サイズの医療器具なども夢ではなくなるかも知れな

い。 

 バイオ医療/医薬品/化粧品分野におけるナノ材料の世界市場は売り上げベースで 2000

年に 9700万ドル、年率8.3％の上昇で2005年には１億4500万ドルに達すると予測されて

いる。 

 コンピューターによる情報技術(IT)と遺伝子工学に代表されるバイオテクノロジーの融

合がこの発展に大きく寄与している。この流れは，マテリアルサイエンスの進展によるマ

イクロレベルでの加工技術であるチップテクノロジーにより，網羅的な研究手法を可能に

し，生命科学の研究を一気に変貌させてきている。 

 しかし，ポストゲノム研究の中核を占めるプロテオームやメタボローム研究とそれを通

じて一個の細胞の生きざまともいえる動態を解析することにおいて，複雑で，不安定な要

素をふくむポストゲノム時代の生体物質分子の把握には，さらなる高度なテクノロジーが

渇望されてきた。ナノテクノロジーはこういった期待に応えうる技術として，現在のバイ

オテクノロジーへの浸透が始まり，やがて融合し，いわゆるナノバイオテクノロジーとい

う新しい魅力に富んだ研究分野や産業の萌芽への胎動が聞こえ始めてきている。 
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 ナノバイオテクノロジーの究極の世界は，ナノテクノロジーやITとともに，生命の基本

的分子メカニズムの解析を行うナノバイオロジーとの３者による融合や，これにより開拓

されてきた革新的なコンビナトリアル・サイエンスの世界を通して，分子レベルで自在に

制御できる生体高分子を創製したり，それを組織化して有機組織体（細胞）を構築したり

するバイオエンジニアリングの世界であろうと考えられる。この方向に，新しい産業や社

会の活性化と，さらには，若い世代へのフューチャーサイエンスへの関心の喚起を託して

いけるのではないかと思われる。 

（ア） ナノパーティクル 

 磁気記録膜から CMP（化学機械平坦化）スラリー、そして日焼け止め製品から耐磨耗コ

ーティングまで、ナノ粒子の用途は多岐にわたっている。抗細剤、医薬品開発等で開発が

進んでいる。日焼け止めとUVカット化粧品も開発されている。 

ナノ粒子技術を、遺伝子治療に利用することが期待されている。 

 遺伝子治療は、欠陥遺伝子によって引き起こされるガンやその他の様々な疾病に対する

有望な治療法である。欠陥遺伝子と同種の正常な遺伝子を患者の体内に導入することによ

り、効果的な治療が可能となる。いかにして新しい遺伝子を安全かつ効果的に導入するか

が大きな問題である。遺伝子導入にはしばしば、弱毒化ウイルス[生ワクチン]が使われる

が、このようなウイルスの使用は重大な副作用を引き起こす危険性がある。  

 将来の遺伝子治療においては、個々の病態に応じて遺伝子発現の期間を自由に選択でき

ることが重要となってくると思われる。遺伝子（または薬物）を封入したナノスフェアー

微粒子を、膜融合リポソームを用いて細胞質内に直接導入し、細胞質内で微粒子からの遺

伝子の放出を制御することによって遺伝子発現期間を自由に選択できる方法の開発が検討

されている。その第一ステップとしてナノスフェアー微粒子を封入した膜融合リポソーム

の作製方法の確立を行われた。膜融合リポソームは溶液状の物質だけでなく粒子状の物質

をも、エンドサイトーシス経路を介することなく細胞膜との融合により、細胞質内に直接

導入できることが見出された。この方法は、物理的刺激を加えることなく、多数の細胞に

対して一挙に固形粒子を細胞質内に直接導入できることを示している。将来この方法は、

分子細胞生物学における基礎研究技術として、さらに応用面では、今世紀に爆発的発展が

予測されているナノサイエンスに基づいて作製される機能的ナノパーティクルの生体への

適用研究に、決定的な貢献をもたらすものと期待される。また、個体レベルの薬物の体内

動態研究から、さらにミクロな細胞内レベルの動態研究への道を拓くものとして重要な方

法論を提示しているだけでなく、次世代型ワクチン開発にも威力を発揮すると思われる。  
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ドラッグ・デリバリー・システム（DDS）としての利用 

 欠陥遺伝子のみならず、薬剤を目的とする臓器や細胞に特異的に配送することは、薬剤

の有効性を高め、副作用を著しく軽減する。 

 肝炎ウイルスの肝臓特異性（肝細胞にのみ感染する）を利用して、薬剤や遺伝子を肝細

胞のみに投与できる方法が研究されている。薬剤や遺伝子を封入したナノパーティクルに

肝炎ウイルス表面抗原を結合させて投与する。実験段階では肝臓に特異的に取り込まれる

ことが証明されている。将来きわめて有望な治療法となるであろう。 

DNA鑑定への応用 

 DNA鑑定にはPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)という技術が用いられている。これは、ごく少

量のDNAを複製して、分析に使えるだけの十分なサンプルを作るという方法である。しか

し、このプロセスが完了するまでには少なくとも1時間はかかる上、偽の陽性反応や陰性

反応が出ることも多い。 

 ここにナノテクノロジーを応用すれば、鑑定の速度と正確さが大幅に改善される。新技

術はPCRより 10倍速く10万倍正確だと説明されている。 また修飾した炭疽菌を使って

この技術をテストし、金と銀と「ナノポア」(超極小の間隙)と電極の組み合わせによって、

迅速にそして正確に病原体を特定することに成功している。 

（イ） 金ナノ粒子を用いた遺伝子診断法の開発 

 金ナノ粒子DNAプローブ技術は、直径十数ナノメートルの均一な金粒子にDNAプローブ

を結合させ、この金DNAプローブを用いてサンプル中の目的DNA配列の有無を高感度で検

出する技術である。現在一般に用いられている蛍光法による検出感度を10倍以上に高める

ことができる。続いてサンプル中のDNA塩基配列とハイブリダイズした金DNAプローブを

銀−ハイドロキノンで増感することにより、検出感度を更に100倍以上高めることができる。

つまり従来法の1000倍以上の検出感度を持つことになる。この結果、PCR法で増幅するこ

となしにサンプル中に特定のDNA塩基配列の存在を検出することができると考えられる。

この技術のもう一つの特徴は、金ナノ粒子DNAプローブと標的DNA複合体のメルティング

温度（Tm）が非常にシャープであるため、SNPsの高感度検出に適していることである。 

 次世代型の遺伝子検出技術として、金ナノ粒子と銀の電気伝導性を利用した、DNA チッ

プ上のDNA断片に結合した金ナノ粒子DNAプローブ群をはさむように電極設定し、その結

果生じる電気伝導度によって検出する技術によって、等温核酸増幅法（ICAN法）と金ナノ

粒子DNAプローブ技術を組み合わせた小型超高感度核酸検出装置が開発中である。この技

術によって世界で初めてバイオテクノロジーとナノテクノロジーの合体、つまりバイオナ
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ノテクノロジーが誕生することになる。 

エ. マイクロアレイ 

 マイクロアレイは、１枚のスライドガラス上に数千から数万の遺伝子を異なるスポット

として固定させたもので、細胞由来のmRNAもしくはmRNAを鋳型にして合成したcDNAをハ

イブリダイズさせ、ゲノムスケールで全ての遺伝子の発現パターンの動向を同時網羅的に

知ることができる技術である。酵母をはじめ、全塩基配列が決定された生物種では、その

機能が不明な遺伝子がいまだ数多く残されている。マイクロアレイ法のように全遺伝子を

含む情報が一度に得られる手法を用いると、今までに機能さえわからなかった遺伝子を含

めたゲノムの機能を明らかにすることが可能である。 

 １９80年代に開発されまたマイクロアレイにより、以前なら、数百の機器を使用し何年

もかかって行った実験が、数週間でこなせるようになって、最近非常に注目されるように

なった。2000年には4億ドルの市場規模であったが、今後年率平均21.8%で伸び、2005年

には10億ドルを超すと予想されている。 

 （ア） DNAマイクロアレイ 

 DNA マイクロアレイは、疾患関連遺伝子の解明、薬効・薬理・毒性の遺伝子レベルでの

解明、遺伝子レベルでの診断などに使用されており、日本におけるDNAマイクロアレイ関

連市場は、2002 年で 70 億円、2003 年で 90 億円、2006 年で 250 億円の市場規模が予想さ

れている。DNA マイクロアレイの設計・製造・解析実験・データ解析までの一連の技術が

必要である。マイクロアレイといえばDNAマイクロアレイをさすほどで、最も普及し、使

用されている。 

 a. 数百塩基対のDNA断片の塩基配列決定法として、ジデオキシ法（サンガー法）が一

般的に用いられているが、ゲノムレベルのサイズになると有効な方法ではない。また、ゲ

ノムシークエンシングの進展により各生物のゲノムの全塩基配列が明らかにされつつある

中、この結果を有効に利用する技術が必要である。 

 DNA マイクロアレイはゲノム中のすべての遺伝子の発現量を一度に解析できる技術であ

り、塩基配列決定法の技術として、さらに遺伝子の発現や多型などを効率よく調べる方法

として開発された。 

 b. DNA チップ技術は、DNAの塩基配列をオリゴヌクレオチドとのハイブリダイゼーショ

ンによって決定する方法（sequencing by hybridization：SBH)が考案されたことから始ま

った。この技術はゲル電気泳動を用いる塩基配列決定法の限界を原理的に克服できる方法

として具体化され注目されたが、すぐには実用化するには至らなかった 
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 c. その後高密度アレイ作製技術が開発され、それによって遺伝子の発現や変異、多型

などを効率よく短時間で調べるHTS(high-throughput screening)が可能となった 

 d. 遺伝子発現の解析法は、スライドガラス上に数千個のDNAスポットを作成し、解析

するRNAから調節したターゲットをハイブリダイゼーションさせ、ハイブリッド形成の強

度を指標にして各遺伝子の転写量を測定する方法で、生成物のもつすべての遺伝子の挙動

を効率的にまた定量的に計測することができる。 

 e. DNA マイクロアレイにおける DNA チップの作製方法は、あらかじめ調製しておいた

PCR増幅DNA断片をスライドガラスやシリコンなどの基板に固定化することである。 

 f. 一般的なチップの大きさは１〜10cm２で、この領域に数千〜数十万種の DNA を整列

させるように固定化する。この作製されたチップを用いて一般的には蛍光標識DNAプロー

ブとのハイブリダイゼーションにより発現遺伝子や多型を検出する。検出には１〜10μm

の解像度をもつ高性能蛍光スキャナーが用いられている。 

 g. DNA チップ技術は、ポストゲノムの研究課題としてゲノム構造解析プロジェクトの

成果を飛躍的に発展させる新しい技術として開発され、創薬研究、疾病の診断や予防法の

開発などの研究開発に新しい手段を提供するものと期待されている。 

 h. この手法は、その原理がシンプルなこと、大量の遺伝子の発現情報等を一括して収

集できること、蛍光ラベルを用いて視覚に訴えることなどその分かりやすさから広まりつ

つあるが、精度や感度の面で技術的にはまだまだ開発段階にある。またランニングコスト

の高さも普及の障害となっている。 

 （イ） オリゴDNAマイクロアレイ 

 a. DNA チップには、数千個〜数10万個の異なるオリゴDNA（５塩基〜30塩基をチップ

上に合成して固定化させたものと、あらかじめPCRなどの遺伝子増幅法や逆転写PCR（mRNA

→cDNA）で作成した DNA（100 塩基〜1000 塩基）をチップやスライドガラスに整列させた

ものがあるが、前者がオリゴDNAマイクロアレイであり、後者がDNAマイクロアレイであ

る。 

 オリゴDNAマイクロアレイはゲノム中のすべての遺伝子の発現量を一度に解析できる技

術であり、塩基配列決定法の技術として、さらに遺伝子の発現や多型などを効率よく調べ

る方法として開発された。なお、遺伝子発現等の解析方法はDNAマイクロアレイの場合と

同様である。 

 b. 遺伝子発現や変異・多型を調べる場合は、標準となる既知DNAの配列データを基に

して、対応するオリゴヌクレオチドを合成する。この合成したオリゴヌクレオチドを固定
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化するとオリゴDNAマクロアレイができる。 

 オリゴDNAマイクロアレイにおけるDNAチップの作製方法は 

 （ａ）基板に直接DNA（オリゴヌクレオチド）を合成していく方法 

 （ｂ）あらかじめ合成してあるオリゴヌクレオチドをアルデヒド基やアミノ基を導入し

た素材でコーティングした基板に共有結合させていく方法が知られている。 

 c. この手法は、その原理がシンプルなこと、大量の遺伝子の発現情報を一括して収集

できること、巧みな蛍光ラベルを用いて視覚に訴えることなど、その分かりやすさから広

まりつつあるが、精度や感度の面で技術的にはまだまだ開発段階にある。またランニング

コストの高さも普及の障害となっている。なお、本オリゴDNAマイクロアレイの場合、塩

基数の関係から標識ターゲットを低分子化しておく必要がある。 

 （ウ） ECAチップ 

 a. ECAは Electronic Chemical Arrayの略で 、合成オリゴDNA(80塩基)を金の微小電

極上に共有結合させたセラミック・チップであり、このチップのアレイが微小電極と相同

している。このチップは日本のベンチャー企業のTUM研究所が開発したもので、高感度で

PCRが不要になり、そして再使用が可能な低コスト製品であり、DNAチップのコストの壁を

破るものとして期待されている。 

 b. ECA チップは試料と接触させて DNA 分子を対合させ、インターカレーターを２重鎖

に取込ませると、対合したオリゴDNAと結合した電極にだけ電流が流れるので、これを測

定する。電気信号として対合反応を検出できるために、レーザースキャン装置が不要とな

る。 

 c. 従来のDNAチップは標識されたDNAを試料として使用するため、その標識化合物が

対合反応を阻害してしまう。そのため対合したアレイをレザー照射して蛍光を検出する際、

必ずしも感度が高くならないという欠点があった。しかし、ECA チップは無標識で測定に

掛けられるので、DNAチップに比べれば1万倍以上の高感度で測定することが可能となる。

その上オリゴDNAが微小電極上に貼り付いているため、DNAの定量的検出が可能となる。 

 d. ECA チップは、合成オリゴ DNA をセラミックチップに化学的に貼り付けることで製

造できるため、製造コストが安価になり、また再利用も可能と言われている。前述のレー

ザースキャン装置が不要になることと考え併せると、DNA チップと比較してもコストパー

フォーマンスが相当高くなる。 

 e. ECA チップは塩基変異を電流の強さで検出できるため、１塩基多型（SNP：single 

nucleotide polymorphism）の検出に適している。これからSNP解析による薬剤処方の決定
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や疾病の感受性判定技術の普及へ広く使われるものと期待されている。 

（エ） 蛋白質アレイ（プロテインチップ） 

 プロテオミクスの代表技術としてプロテインチップ（アレイ）があげられるが， 

プロテインチップシステムは、タンパク質の発現、相互作用、翻訳後修飾などの機能解析

や、目的タンパク質の精製・同定などを効率的に行うことを目的として開発されたシステ

ムである。 

 プロテインチップシステムは、タンパク質解析に適した様々な化学的性質を表面に持た

せたプロテインチップと、測定に用いられるプロテインチップリーダー（PBS-II＝飛行時

間型質量分析計）及び、測定・解析に使用するソフトウェアをインストールしたコンピュ

ーターから構成される。血清や尿、培養液、細胞破砕液など多くのタンパク質を含むサン

プルの中から、プロテインチップに対するアフィニティーを利用して目的タンパク質を捕

捉し、その質量数を測定する。 

 ラベルやタグを使わず、チップ上で簡便にタンパク質の解析ができ、少量のサンプルか

ら短時間に結果を得ることができる。現在、多くの大学、製薬会社、病院などで、疾病マ

ーカーの探索や、毒性の評価、相互作用する分子の検索など幅広い分野で用いられている。 

 プロテインチップに関してはさまざまな要素が関与するため、どんな用途にも対応でき

る究極のチップは未だ存在しない。製造技術に関しても、これから研究開発が進んでいく

余地が十分に残されている。DNA レベルでコンテンツを準備できたとしても、実際にプロ

テインチップに至るまでには、いかにして実際の蛋白質を物として得るかという問題があ

る。微生物等の遺伝子であれば遺伝子数も限られており、発現系が整備されているので、

蛋白質をカタログ的に入手するのはさほど困難ではない。既にゲノム全塩基配列の決定さ

れている酵母において、想定されるリン酸化酵素をほぼ網羅的にチップ化し、塩基特異性

などを検討した例が報告されている。 近、無細胞の蛋白質合成系を用いて、発現のハイ

スループット化を図る動きもあるが、どの程度の確率で可能であるのかは検証されていな

い。糖鎖の付加など、翻訳後の修飾を考慮すると培養細胞系での発現が望ましいと考えら

れるが、これも莫大な費用がかかる。入手した蛋白質を活性／構造を保ったままで長期間

保存しておく技術の開発も必要である。  

 実際に商業化される第一世代のプロテインチップは、抗体／抗体様物質を搭載したもの

になるのではないかと予想される。確実な需要が見込めるのと、種種の提示／選択技術の

進歩により、莫大なライブラリーから所望の特性を示す抗体／抗体様物質を取得するのは

かなり容易になってきているからである。その構造から、一定の配向性を保ったチップを
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作製することができるのも優位な点である。免疫診断用マイクロウェルアレイチップが開

発されている。 

（オ） 糖鎖マイクロアレイ 

 糖タンパク質，糖脂質，プロテオグリカンから遊離させた糖鎖をNeoglycolipid（NGL）

化して，その数pmolをニトロセルロース膜に固相化した糖鎖マイクロアレイは，抗体の認

識する抗原糖鎖のみならず，細胞接着分子やケモカインなどの結合する糖鎖をも的確に示

すことができる．また，生体試料から粗精製された糖鎖画分をNGL化して作製した糖鎖マ

イクロアレイ（糖鎖ライブラリー）は特定の糖鎖構造を探るためにも有用である． 

（カ） 細胞マイクロアレイ 

 cDNA マイクロアレイの応用として報告された技術で、発現ベクターに挿入した状態の

cDNAクローンをスライドガラス上にスポットし，その上で細胞を増殖させ，アレイされた

遺伝子を導入することによって，外来遺伝子が発現した状態の細胞アレイを作成する．プ

ロテインチップよりも安定性やタンパク質を精製しなくてもよいという面から，利点が多

い方法だと考えられる．受容体の発現クローニングや低分子アゴニスト，アンタゴニスト

のハイスループットスクリーニングを効率的に行える可能性がある．培養細胞にリンパ球

を使用したリンパ球チップがある。 

（キ） 高密度マイクロアレイ 

 高 82,000 スポット/スライド〜数十万スポット/スライドのスポットを集積する。  

スポットサイズは100〜200μm（ピンとサンプ ルによって異なる）である。 

チップ用スライドグラス、オリゴDNA設計、プローブのスポットデザイン、ハイブリダイ

ゼーション条件などを 適化することにより、高感度／高再現性を達成している。その結

果マイクロアレイ解析データの再現性に関するリスクを大幅に減少させることに成功した。 

（ク） ラボオンチップ（チップに統合された核酸分析システム）  

 ラボオンチップのアイデアは、数年前まではサイエンスフィクションだと思われていた

かもしれない。今や、生物学および創薬研究部門に幅広く採用される方向に向かっている。  

 先進のハードウェア技術とソフトウェア技術を分析機器のデザインに取り入れることに

より、生産性とデータの質を向上し、人件費と運転コストを削減し、分析情報をより有用

でアクセス可能なものにする。マイクロエレクトロニクスとミニチュアリゼーションにお

けるこの革命は、研究室をシームレスな分析システムに変換することで、いまだ障害にな

っている手続きに力を集中している。分析マイクロチップの登場は完全に自動化された分

析ラボに向かう重要なステップである。 
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 ガラス板上に幅数十ミクロンの流路を作製したマイクロ化学チップ（マイクロチップ、

ラボオンチップ）が開発致された。このマイクロ化学チップを用いることにより、今まで

ミリリットル単位で行っていた各種化学実験操作がナノからマイクロリットルのオーダー

で可能になり、各方面で注目を浴びている。 

 この装置とマイクロ化学チップを組み合わせる事により、現在脚光を浴びているDNAチ

ップやマイクロ化学反応チップ等、マイクロ化学チップを用いた反応・分離後の物質測定

が可能になりチップ上の実験（Lab on a Chip）が可能になった。 

 微細ロボットが血管の中の傷を治療して、一滴の血液で疾病を診断する。遠い未来のよ

うであるが、 近、国内はもちろん全世界的に先を争って試みられている先端医療技術で

ある。このような医療技術が可能になったのはバイオ技術（BT）にナノ技術（NT）を応用

した‘Bio-MEMS’技術のおかげである。今までは顕微鏡を通してしか見ることができなか

った‘マイクロメーター（μm）単位を直接調整することがこの技術により可能になったか

らである。 

 1μmは 100万分の1mの大きさで、普通ヒトの髪の毛の太さは70μm である。1987年米

国研究チームにより 初に紹介されたMEMS技術は、技術的に見ると既存の集積回路が有す

る演算機能に駆動機能と感知機能を合わせた形であった。90 年代に入っても MEMS 技術は

一部産業で部分的に活用されるだけだったが、21 世紀入って超小型精密機械、光学機器、

先端医療機器、航空宇宙分野などで適用分野が拡大した。映画に出てくるように、鳥ほど

の大きさの超小型飛行体にビデオ装置を装着させ敵陣偵察に利用したり、背景によって色

合いが変わる‘カメレオン’戦闘服などがすぐにMEMS技術で可能になった。 

 この中でも近頃盛んに研究が進んでいる‘ラボオンチップ（Lab On a Chip）’は MEMS

技術の核心といわれている。文字通り‘チップの上の実験室’という意味のラボオンチッ

プは、個人携帯が可能な分析装置で、使用者が一滴にも満たない量の血液を自分で抽出し

疾病可否を診断したり、飲料水に炭疽菌などが入っていないかを調べたりするのに利用で

きる。専門家らは知能を備えたチップと自ら動く超小型医療機器などにもラボオンチップ

を応用することができると見ている。 

 マイクロエレクトロニクス産業から着想を得て、Agilent Technologies は、カリフォル

ニアに本拠を置く Caliper Technologies と共同し、新しい製品を開発して市場に出した。

この製品は完璧に動くマイクロフルイディクス技術による、マイクロチップ表面上に実装

した生化学プロセスシステムである。相互に接続されたナノスケールの流体操作チャネル

と微小電極を特長とするこの 初の製品は、煩わしく手間の掛かる流体操作技術を自動化
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したプロトコルに置き換え、生化学分野の分析を効率化する。  

 ラボオンチップの 初の実用的な応用機器は、Agilent 2100 バイオアナライザである。

チップに統合された核酸分析システムは、在来のゲル電気泳動の原理を 12 ウェルのマイ

クロチップフォーマットに作り直したものである。  

 マニュアルのゲル分離手法と比較すると、マイクロチップ技術による自動化された試験

は核酸断片のサイズと濃度決定が、優れた感度、分解能、再現性で、半分か 1/3 の時間で

可能となる。データはデジタルで生成するため、表示、演算操作、ネットワーク共有が容

易である。このラボチップ、大きさは郵便切手より小さく、それはシステムの心臓となる。

従来型のゲル分析システムでミリリットル単位だったサンプルは、数マイクロリットルの

サンプルに取って代わられる。  

 ラボチップ技術による試験は、従来のスラブゲル電気泳動に比較してオペレータの技量

にそれほど依存しない、そのため、より高い再現性が得られる。サンプル取り扱いにおけ

る無駄やムラが減少するのに加えて、生来の技術的飛躍はより高い感度と優れた分解能を

供給する。Agilent 2100 バイオアナライザはサイズ決定の結果を液体クロマトグラフのよ

うにも、標準的なスラブゲルの形式でも表示できる。サイズのキャリブレーションは、サ

イジングラダーをチップの 初のウェルに置いて分析することにより達成する。ソフトウ

ェアにより、塩基対についてマイグレーションタイムに対するサイズがプロットされる。

サイジングラダーはチップキットの一部として供給され、キットにはその分析専用のラボ

チップと試薬のパッケージが含まれる。  

 従来の核酸分析システムと異なり、分析マイクロチップ技術は適応や拡張が可能である。

例えば、適切なチップとパッケージにされた試薬キットを選ぶことにより、ユーザは同じ

ハードウェアを使って DNA 分析から RNA 分析に切り替えることができる。当面は 2 種類

の DNA 試験用 (100〜7500 bp と 100〜12,000 bp)、1 種類の RNA 試験用 (100〜6000 

bases) キットが購入できる。より短い鎖長、より高分解能の DNA や RNA を分析するラボ

チップキットもまた近い将来購入可能になるであろう。この技術でもっと多くのアプリケ

ーションを開発する計画がある。  

  Agilent 2100 バイオアナライザは 1999 年 9 月に発表され、限定された幾つかの国

で販売されている。このシステムは次の年にはもっと多くの国で販売されるようになる予

定である。このシステムは、HP の PC とプリンタも一式で含まれている。ラボチップと試

薬は別途注文で、核酸分析を迅速にセットアップして実行するためのすべてのものが含ま

れている。 
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（ケ） 電極集積化マイクロチャネルチップ 

 マイクロチャネルにマイクロ電極を集積化した電極集積化マイクロ化学チップである。

その応用の一例として，電極反応を高感度検出するための電気化学−熱レンズ検出法がある。

熱レンズ顕微鏡に選択性を付与し，高いバックグラウンド信号存在下でも目的物の定量的

検出を可能にする電位変調法が開発されている。 

マイクロアレイ法の技術 

 遺伝子機能の解明とは、対象とする遺伝子がどういった生命現象に関わっているかを明

らかにすることである。そのためには遺伝子がどういった産物をコードし、その産物がど

ういった時期に、どういった場所（組織・器官等）で発現しているかを明らかにすること

が重要である。マイクロアレイ技術は、遺伝子の転写レベルでの発現を網羅的に調べる方

法でもある。  

 これまで遺伝子の転写レベルの発現解析法としては Northern hybridization 法や

RT-PCR 法が一般的な方法であった。まずメンブレンフィルターに cDNA 等を固定したマク

ロアレイ法が用いられてきた。マイクロアレイ法は、支持体をメンブレンフィルターから

顕微鏡のスライドガラス状のガラス板に変更し、プローブとするＤＮＡをその表面に固定

し、蛍光標識されたターゲットＲＮＡ（標識の際に cDNA となる）をハイブリダイゼーシ

ョンさせ、そのシグナル強度から遺伝子発現量を調べる方法である。基本原理はサザンブ

ロット法と同じである。大きく異なっているところはライブラリーとハイブリダイズする

シグナルとの関係が１遺伝子を対象としているところである。DNA の固定法として、ガラ

ス板状で直接 DNA 合成を行い，25mer のオリゴヌクレオチドをプローブにする DNA チップ

法とcDNAクローン等をスポッターという機械でガラス板に固定するcDNAマイクロアレイ

法に大きく分けられる。グリッド化フィルター法が開発されマイクロタイタープレートか

らロボットを用いてフィルターを作成することが可能となり、cDNAライブラリーのグッリ

ド化フィルターが作成されるようになった。このフィルターを利用して遺伝子の発現解析

が可能となった。マイクロアレイ技術は、高価な機械（スポッター、スキャナー、データ

解析用コンピュータ）とプローブとして用いるクローンを必要とする技術であり、なかな

か個々の研究グループでは立ち上げにくい技術である。 

 アレイ技術の飛躍的な進歩の原因となった技術的進歩は、米国スタンフォード大学の

P.O.Brown らが開発した機器（アレイヤーあるいはスポッターおよびスキャナー）である。

これにより１万種以上の cDNA ライブラリーを一枚のスライドグラスに結合したマイクロ

アレイが可能となった。次に２種の蛍光物質でラベルしたサンプルとリファレンスのmRNA
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を元に作成したcDNAを同時に一枚のスライドﾞグラスにハイブリダイズすることにより遺

伝子の発現状況が測定可能となった2)。この方法とは異なるフォトリソグラフの手法を用

いて、高密度にオリゴヌクレオチドを直接ガラス表面に合成する、より工業化を目指した

GeneChipも作成されている。この他にもインクジェット機構を用いた方法等も開発されつ

つあり、より高速で高密度なアレイを作成できる可能性が期待されている。 

マイクロアレイ技術のもたらすもの 

 マイクロアレイ技術はこれまでのNorthern Hybridization 法や RT-PCR に較べ、一度に

数万のレベルの遺伝子発現のモニターを行える画期的な方法である。しかし、まず第一に

プローブとしてガラス板に固定されたクローン以外の遺伝子発現に関するデータは一切得

られない。従って、網羅的ゲノム的視点に立った解析では如何に多くのプローブを準備す

るかが重要である。第二に、これまで現象的には面白いがどういった遺伝子が関与してい

るのか、なかなかとっかかりの得られなかった実験系が多く存在してきた。例えば、ヘテ

ロシス（雑種強勢）のように、実際にF1の世代でどの遺伝子がどう働くことで、ああいっ

た表現型が得られるのか、あるいは組織培養における分化条件のように、この培地に移植

すると確かに再分化効率が上昇するのだが、一体どの遺伝子の発現がどう変化した結果、

こうなるのかこれまでは手がつけられなかった。こういった問題に対してまずはマイクロ

アレイを行ってみて、処理に応答した遺伝子発現の変化を見いだすことから、研究のとっ

かかりが得られることが決して少なくないと思われる。言い換えれば、マイクロアレイ技

術は分子生物学的研究がなされていない研究領域にこそ、適用すべき技術である。第三に、

マイクロアレイでは（用いたプローブDNAの種類）x（ターゲットの種類）分の実験データ

が蓄積する。これらをデータベース化することは当然行わなくてはならないが、この過程

においてこれまで予想もされない遺伝子が意外と同じ挙動を示すことを見いだせるかも知

れない。以上のようにマイクロアレイ技術は、実験手法的なブレイクスルーに留まらず、

生物学的研究手法に対するブレイクスルーも期待させる技術である。一方で、マイクロア

レイの結果、異なる条件のターゲット間で発現量に違いを示したクローンに関しては、改

めてNorthren hybridization法や RT-PCR法を行って発現量の変化をチェックすることを

怠ってはならない。マイクロアレイ法はそういった点であくまで一次スクリーニング法で

ある。 

 ゲノム生物学の時代に突入し、しかもゲノム構造解析の時代もまもなく終わろうとして

いる。今後、構造の明らかにされた遺伝子の機能を如何に早く、大量に効率的に明らかに

するかが、国際競争の重要課題となり、それが純粋に学問的なレベルだけではなく、遺伝
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子特許等を介したビジネス競争にも結びつくことが大いに考えられる。 

DNAマイクロアレイの応用 

 20 世紀の も偉大な分子生物学プロジェクトの一つにと考えられるゲノムプロジェク

トの成果として、既に多くのモデル生物のゲノム構造が明らかにされ、ここ数年内にヒト

ゲノムの構造までもが決定されようとしている。このゲノム構造決定の急速な進展により、

従来の生化学的、遺伝学的手法ではなしえなかったゲノム機能の解明が可能となってきて

いる。さらに一つの生物を構成する全遺伝子の発現ネットワークを調べ上げて細胞機能の

全体像を明らかにすることも現実のものとなってきている。この事実に注目し、ゲノム構

造決定の次プロジェクトとして各生物が持つゲノム機能の解明があげられている。このた

めの研究の方向としては、各遺伝子をその性質によって分類し、系統立てることにより、

各生物全体の制御を理解することが考えられる。しかしながら、対象となる遺伝子の数が

膨大となるだけでなく、各遺伝子の性質も単純でなく、例えばコーディング領域と制御領

域、種特異的あるいは亜種におけるポリモルフィックな変異等のDNA配列レベルから空間

時間における遺伝刺発現の違い、あるいは翻訳産物としての蛋白質の局在化および相互作

用までの多くの次元が存在している。また、これらの全てを観測し、 終的には観測した

データを統合しゲノム機能の解明に結び付けなければならない時代となってきている。こ

のような状況において、従来の単独の遺伝子を解析していく手法を用いては、上記の多次

元情報を収集、解析することは不可能に近い。 

 このような多次元の解析を可能にする第一歩が多種類のDNAあるいはRNAの変化量を同

時に測定できるマイクロアレイ、あるいはDNA法の出現である。この手法は今後生物学医

学の分野で広く用いられ始めており、世界的にはベンチャー企業も数多く設立され、チッ

プあるいはアレイのトータルシステムの販売も開始されている。日本でも（株）DNA チッ

プ研究所、宝酒造株式会社および（株）北海道システムサイエンス社などの企業がチップ

の作成に乗り出してきている。これらの方法から得られる実験結果は従来の方法に比較し

て桁違いの量である。このため新規の想定および解析手法が必要となってくる。 

（１） RNA発現解析 

 アレイを応用した研究としてはまずRNAの発現レベルの観察があげられる。 初は出芽

酵母の全遺伝子の発現パターンの変化をとらえる実験から始まり、現在では哺乳動物にま

で拡張され、すでに数千から数万の遺伝子を貼ったアレイが実際の実験に使用されている。

現在用いられているプロトコルでは細胞あたり数コピーの mRNA を検出できる精度まで高

められており、この精度をさらに高めるため、測定法とチップ材料の改良が行われている。
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この研究の延長線上には疾病の原因、有用性植物では有用形質の疾病の原因遺伝子の検索、

薬剤のターゲット遺伝子の検索など医学、薬学、農学への応用があり、すでに開始されて

いる。米国ではすでにベンチャー企業も参入しており、近い将来には各種生物のヒト 10

万の遺伝子を貼った既製品のチップが利用できるものと期待されている。 

 今後の実験の方向性としては発現レベルの変化の観察だけでなく、より生物全体を見通

した実験計画を立てる段階に進んできている。発生、分化を考えて組織特異的な実験計画

と、より精密な測定法の開発を検討しなければならない。 

 更に、これらの実験から得られるデータを解析する手法の開発が大きな問題となってき

ている。実験を行ったサンプルとリファレンス間の発現の違いを求めることは も簡単な

問題であるが、より生物学的に解析するとすれば、実験データの取り方も問題になる。特

にタイムコースのデータが必要となればデータ量も多量になる。 

 これらのデータから必要とされるデータを取り出し、その中に存在する規則を推論する

ことが必要となってくる。現在米国を中心として計算機科学の研究者がこの分野に進出し、

解析手法の開発を行っている。 も単純な方法としてはクラスタリングが用いられる。デ

ータ間の類似度（例えばユークリッド距離あるいは相関係数など）を定義し、その類似度

を用いてクラスタリングを行えば、同じような性質を持つ遺伝子の集合を得ることができ

る。このようなクラスタリングとは別に遺伝子間の制御機構を直接求めようとする方法も

考えられている。遺伝子を破壊して発現パターンを求めこの過程を繰り返し行い、多くの

パターンを収集する。この発現パターンの単純化を行い、処理を行えば遺伝子間の制御機

構を推定することが可能である。遺伝子間の制御機構が明らかになれば、医薬の開発はも

とより、生物学に新たな研究領域を開くことになると思われる。 

（２） DNAへの応用 

 チップはRNAだけでなくDNAにおける多型解析や遺伝子型の決定などの研究にも応用し

ようとしている。すべてのアレイが適用可能ではないが、長さ25のオリゴヌクレオチドを

基盤上で合成する形式のGeneChipはこの目的に有効に利用でき、変異が入っていると思わ

れる遺伝子についての変異検出用チップを作成することが可能となる。重複を許して長さ

25の中央にA,T,C,Gの置換を入れたオリゴヌクレオチドプローブを合成し、増幅した目的

遺伝子をハイブリダイズさせ、 も強いシグナルを出すプローブが目的遺伝子の配列とな

り、変異がある遺伝子は変異が無い遺伝子と違ったパターンを示し、その配列の違いを検

出することができる。 

 この手法は単独の遺伝子だけではなく、より広い領域への拡張が行われ、2Mｂを越える
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ゲノミックDNAをカバーする21000の STSs(Sequence Taged sites)におけるSNPs(Single 

Nucleotide polymorphisms)を検出するために適用されている。これらの応用例からこの手

法は非常に強力な解析法のひとつと考えられるが、まだ不完全な部分もあり、例えばホモ

接合体への適用は容易であるが、ヘテロ接合体での検出は不完全である。また塩基置換は

検出可能であるが、欠失挿入などの場合は検出できないなど、今後の開発を待たねばなら

ない部分も多い。しかしながら、高等生物のヒトゲノムの規模を考えればチップを用いる

手法は現在のところ も有効な手段と思われる。今後検出感度の増加、また、集積度の向

上などの改良が行われれば実用化への可能性は高くなると思われる。ヒトのゲノムがチッ

プに載るのもそう遠くない将来であろう。 

（３） 癌研究への応用 

 ヒトゲノムを染色体、遺伝子、特異的なDNA配列レベルで解明することは、病気の新し

いメカニズムの発見や治療法の改善へつながるものと考えられている。特に遺伝子異常の

集積の結果である癌において、癌遺伝子や癌抑制遺伝子は発癌や癌の進展に深く関与して

いる。 近、high throughput 解析を可能としたDNAマイクロアレイを用いて、癌の遺伝

子異常の研究が精力的に進められている。 cDNAをスポットしたマイクロアレイが日常的

には利用されているが、ゲノムDNAマイクロアレイも報告されている。 ゲノムDNAマイ

クロアレイは、ゲノムのDNAコピー数を定量的に解析できる点で、癌遺伝子の増幅や癌抑

制遺伝子の欠失のような遺伝子解析に威力を発揮することが期待されている。 

今後の展開 

 現在のチップあるいはマイクロアレイは第１世代であり、測定の精度、測定条件等まだ

まだ改良をしなければ点が多数存在する。特に全遺伝子を同時に測定する大規模系では、

その精度を上げることは必須である。また、DNA チップを用いた研究だけでは、十分な情

報が得られないことから、蛋白質-DNA、蛋白質-蛋白質あるいは蛋白質-リガンド等の相互

作用を測定する蛋白質チップの作成技術および新規の測定技術の開発が急務である。 

 後にこのようにチップあるいはアレイを用いた実験結果の解析には情報科学の手法の

適用が不可欠であり、今後この方面の発展が必要とされる。 

 このようにマイクロアレイは各方面で広く利用され、著しい成果をあげている。生物兵

器の検知や同定、得られたデータの蓄積、伝達にもすばらしい威力を発揮するものと思わ

れる。 

オ. 細菌検査装置 

 細菌検査（微生物検査）は、患者から採取された尿、便、血液、喀痰、喉･鼻などの粘膜
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擦過物などの様々な検査試料について調べ、どのような微生物が含まれているかを検査す

ることである。臨床検査室における生化学検査の自動化は、かなり以前から行われるよう

になっていた。細菌検査の自動化は、技術的な問題のためやや遅れたが、現在では自動化

装置は臨床での日常検査に応用できるレベルに達している。全世界での設置台数は約

10,000台と推定されている。しかしこれで微生物検査の全てをカバーしているわけではな

く、試料の70〜80％が自動検査装置にかけられるといわれる。今や自動化検査装置は細菌

検査室の必需品となっている。 

 微生物検査室に設置される主な機器には下記のものがある。 

１．蛍光顕微鏡 

２．顕微鏡 

４. 血液培養測定装置 

５. フ卵器 

６. PCR検査機器 

７. 全自動細菌検査装置 

8. 高圧滅菌器 

血液培養測定装置、PCR検査機器、全自動細菌検査装置が自動化の対象となる。 

検査室で検査する項目は 

１ 細菌培養検査（結核菌、病原性大腸菌などの病原性のある細菌がいるか 

     どうか培養する。）  

２. 細菌同定検査（細菌の形態観察や化学的性状及び遺伝子学的なレベルで 

     どのような細菌かを調べる。） 

３. 薬剤感受性検査（細菌に対してどんな薬剤が有効か調べる。） 

（尿、便、喀痰など多種材料で検査）であり、自動化が行われている。 

現在使用されているか、開発中の自動化検査装置のいくつかを列記する。 

（ア） VITEK 細菌検査装置 

 薬剤感受性検査（ならび耐性菌検査）のみならず、同定検査を行う自動細菌検査装置で

ある。同定検査には、蛍光基質を採用して迅速性を増し、正確性の向上を図っている。感

受性検査では、測定結果の生物学的妥当性を、データベースにより同定検査結果と比較す

る。この機能により、測定結果に対する信頼性が向上した。 

 腸内細菌など早いものでは同定では３時間、感受性は4時間で結果が出力されるので、

従来の検査方法と比べて約半日早く結果がでる。VITEK による同定・感受性結果は VITEK
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からの出力と同時にオンラインで検査室コンピュータへ中間報告として入力される。検査

室コンピュータから病院ホストコンピュータへのリアルタイムでのオンラインが実現され

れば各病棟、診療科の端末からも中間報告の参照ができ、細菌検査の結果をより早く病棟

で見ることが可能となる。 

主な特長として下記のことが挙げられる。 

1. 多機能集約システム 

細菌検査室の省力化・操作の標準化のため本体内に6つの機能が集約されている。 

 1 感受性検査用菌液希釈機能  

 2 検査用菌液分注機能  

 3 菌液分注用トランスファーチューブﾞ切断・密閉機能  

 4 カードの培養器への搬送機能  

 5 測定・判定機能  

 6 カード搬出機能  

 機能を集約により、検査担当者の用手法または半自動の工程の人的操作が大幅に削減さ

れた。 

2. 同定検査に蛍光基質の採用 

 同定検査に蛍光基質を採用し、測定時間の大幅な迅速化を可能とした。   

 1 グラム陽性菌：2時間( 大判定時間)  

 2 グラム陰性菌：3時間( 大判定時間)  

 3 酵母様真菌：15時間( 大判定時間)  

3. NCCLS（米国臨床検査標準化委員会）法に基づくMIC測定 

 試験菌の感受性測定を、NCCLS 法に基づく MIC 測定により判定する。耐性菌検査を充実

させるために、幅広いMIC値を測定できるように設計されている。 

4. 感染症新法 耐性菌にも対応 

 感染症新法では、VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)、MRSA(メチシリン耐性ブトウ球菌)、

PRSP(ペニシリン耐性肺炎球菌)、多剤耐性緑膿菌（MDRPA）が耐性菌として規定されている。

これらの耐性菌にも対応できるように幅広いMICを測定できる。 

  感染症新法における判定基準MIC値とバイテック 2測定範囲 

- 対象薬剤 基準※※MIC値(μg/ml) バイテック2測定範囲(μg/ml) 

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)   バンコマイシン ≧16 1〜32 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)  オキサシリン ≧4 0.5〜8 
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ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)    ペニシリン ≧0.125 0.06〜2 

薬剤耐性緑膿菌(MRPA)       イミペネム ≧16 0.5〜16 

-                アミカシン ≧32 2〜64 

-                シプロフロキサシン ≧4 0.5〜４ 

 これら感染症新法で指定された薬剤耐性菌の菌液を作成するだけで、機器が自動的に処

理、測定を行う。 

5. 感受性結果検証システムの採用 

 感受性結果検証システムを開発し、標準装備したことで、検査担当者の技能に頼ってい

た感受性検査の結果の検証が、同定結果とシステムに組み込まれたデータベースを比較す

ることにより可能となった。 

（イ） リボプリンターTMシステム(RiboPrinterTM system) 

 細菌のリボゾームRNA遺伝子に見られる多型性を利用した遺伝子フィンガープリント解

析（リボタイピング）を自動的に行う装置で、短時間で細菌のタイピング及び同定が行え

る。細菌のDNAを制限酵素で切断することによって生成するDNA断片をリボゾームRNAの

オペロンを用いたプローブで検出することによって、細菌の種類を同定する。この方法で

リボゾーム遺伝子周辺領域の断片の電気泳動のパターンから、いろいろな細菌の属種レベ

ルでの区別が明確にできる。 

 Listeria monocytogenes は従来の血清学的分別法を用いた場合は 13 タイプまでしか識

別できないが、この方法で分別すると40タイプまで識別可能である、 

 リボプリントTMパターンのデータベースは、大腸菌、ラクトバチラス菌、ラクトコッカ

ス菌、ロイコノストック菌、リステリア菌、サルモネラ菌、ブドウ球菌など約1,000パタ

ーンに達しており、現在も世界中で増加中である。また、同装置は細菌の解析データを標

準化したデータベースとして蓄積することができるため、過去のデータとの比較検討や世

界中の研究所のユーザー間をネットワークで結びデータを共有することが簡単で、新種の

細菌の同定にも威力を発揮すると考えられる。 

 上記のような特徴を備えたリボプリンターTMシステムは、汚染細菌の同定や汚染源の特

定が絶えず要求される食品・医薬品の製造工程管理及び病院などの衛生管理といった分野

に 適であると思われる。システムの販売価格は、2,100万円である。 

（ウ） 多目的溶存酸素測定システム 

 ダイキン工業（株）は、酸素電極技術（DOX）を用いて迅速に食品中の細菌数を測定する

方法を開発した。従来48時間の寒天培養法で行われていた菌数検査を、酸素電極による細
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菌の呼吸量 測定を行うことで、検査時間を大幅に短縮できた。これまで困難であった、細

菌検査結果 の製造工程への迅速なフィードバックが可能になる。 

特徴として  

簡便な操作のため、専門的な技術の習得が不要 

検査結果の個人差を排除 

短４時間で菌数：105CFU/gを判定 

測定データはデジタル化されるため、データベース化・ネットワーク化に便利、があげら

れる。 

（エ） 分光法を用いた迅速細菌検査装置 

 現在、細菌数の計測には検体の培養過程が必要で、数十時間かかっている。この時間を

原理的にゼロにするため、フィルター上に捕らえた細菌をレザー顕微分光法を用いてスキ

ャンし直接計測する装置が開発中である。細胞を特定するためにFISH法を併用するシステ

ムが構築されている。 

（オ） ジェノパターンアナライザー 

 まったく新しい発想で開発されたジェノパターン法により、細菌、ウイルス、その他あ

らゆる遺伝子の固有の塩基配列をDNA解離波形により解析する装置が開発された。 

特 長 

 サンプルを取り出すことなくDNA一本鎖伸長反応および波形パターン解析までの一連の

工程を実行できる。  

 簡単操作で、個人による操作誤差が少ない。ゾーン別温度制御方式で全ウエル（48サン

プル）において高い温度分布を実現可能である。 

 無段階温度制御および高速データスキャンにより正確な波形が得られる。 

 Geno Master により簡単に菌やウイルスの属・種などを波形により判別・分類できる。

また、マスター波形の登録が可能である。 

 Geno Reporterによりレポート作成やプリントアウトが可能である。 

 ジェノパターン用プライマー設計支援ツールでプライマーを作成することで、ヒト・動

物・植物・微生物などあらゆる遺伝子解析装置として使用できる。 

 家畜・ペットの感染症検査、アレルギー原因の食品遺伝子の解析、薬剤に対する副作用

発現グループや体質診断など限りなく広い応用範囲がある。 

ジェノパターン法原理 

 DNA の広範囲にわたる塩基配列情報を得るために、伸長された一本鎖産物の相互干渉物
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を加熱することによる解離および変性を経時的に観察し、これを図形上のパターンとして

認識することでDNAの全体的な比較・識別・同定を行う技術である。ジェノパターンプラ

イマーにより特異的に認識され伸長された一本鎖DNA産物の相互作用により判別対象サン

プル（菌またはウイルス等）特有の高次構造をとることを利用して開発された独自の技術

である。生物兵器の検知、同定にも応用可能である。 

カ. ポリメラーゼ連鎖反応 polymerase chain reaction（PCR） 

 1986年に発表されたＤＮＡを選択して増幅する革命的な新しい方法である、開発者のキ

ャリー マリス（Kary Mullis）は、1994年度のノーベル医学生理学賞を受賞した。私見を

述べれば、バイオテクノロジーの領域における20世紀の終わりの15年の 大の発見であ

ると言っても良い。マイクロチップはこれに次ぐものか、あるいは今後これを越えるもの

となるであろう。この領域で発表された論文の９０％以上もしかすると殆ど全部がこの

PCR 法を使用していると感じられた時期もあった。世界中の DNA、分子生物学の研究室で

PCR 法の実験装置を持たない研究室はないと言っていいほど、短期間に広く普及したこと

は、この方法の有効性を何よりも雄弁に物語っている。 

 あまりにもポピュラーになっているので、取り上げなくてもいいかとも思ったが、やは

り落とすわけにはいかないので記載することにした。解説書等は多数出版されているので、

基本の説明は簡単にして、ここから種々の工夫により派生した改良型や変法を列記し進歩

の跡を見ることにする。 

 従来の組換えDNA技術では、大腸菌の力を借りて人工的にDNAの複製を行い、必要なDNA

を増やしてきた。この方法では複雑な操作を繰り返して、目的のDNA領域を回収するのに

数日を必要とした。PCR 法は、この複製過程を試験管内のみで、２〜３時間で行うことが

できるようになった。 

 ２本鎖の DNA を鋳型とし、特定領域を挟むように短いプライマーDNA を各相補鎖にハイ

ブリッド結合させ、基質である 4 種類のデオキシヌクレオチド三リン酸の存在下、DNA ポ

リメラーゼを作用させると、このプライマーの 3´末端に、鋳型の塩基配列に従ってヌク

レオチドが添加され、鎖が伸長する。PCR法の原理は、この反応でできた新たな２本鎖DNA

を加熱して相補鎖に分離し、過剰に存在するプライマーを再び該当位置にハイブリッド結

合させ、DNA ポリメラーゼ反応で新たな DNA 鎖を合成させることである。この反応が繰り

返されることで、目的領域を含むDNA断片を大量に増やすことが可能になった。 

 指数関数的に増幅されるため、30回のサイクル、すなわち数時間で、 初の100万倍以

上にも増幅できる。耐熱性のポリメラーゼを使用することで、ポリメラーゼの失活を防ぐ
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などの工夫により、（この時もあっと驚かされた。94℃に耐える酵素は、例外を除いて常識

外にあったからである。サイエンスは常識を超えなければならないと感じた）簡便な装置

への機械化が可能となり、初心者でも再現性のよい結果を得られるようになった。PCR 法

を用いれば、極めて微量のDNA試料から、目的とするDNA断片を多量に得ることが可能と

なった。1ml あたり 100 分子以下の DNA 断片を増幅して検出することが出来る。検出感度

が高いため実験室内の他のDNA汚染による偽陽性に注意が必要である｡ 

 PCR 法を構成するコンポーネントとしては、耐熱性 DNA ポリメラーゼ、プライマー、鋳

型DNA、ヌクレオチドおよび反応バッファーがある。 

  PCR 法で用いるプライマーは、通常 15〜30 塩基からなるオリゴヌクレオチドで、DNA

合成機で化学合成される。プライマーの選択は、特定の遺伝子配列の部分を増幅する特異

的増幅を行うために非常に重要である。 

 PCR法のプロセスは簡単で、次の３つのステップを繰返し行われる。 

 （１）変性ステップ（94℃、1分間）：まず、熱により2本鎖DNAを 1本鎖 DNAに解離さ

せる。 

列をもつ２種類のプライマーが、水素結合によって部分的に2本鎖を形成する。 

 （３）伸長ステップ（72℃、1〜2分間）：DNA合成酵素により、2種類のプライマーをそ

れぞれのDNA合成の開始点として、相補性をもつもう１本のDNAが合成される。 

 PCR の利用範囲はきわめて広い。分子生物学のみならず、医学を始め生物学全体に広く

浸透し、加えて法医学、食品、環境衛生検査、動植物検査等の分野で、簡便迅速な方法と

して広がろうとしている。微生物学の領域では基礎的研究のみならず、実際的に病原体（ウ

イルス、細菌、真菌、原虫）の検出、同定に使用される。検出感度は高く、きわめて迅速

に短時間で、安価にできるのでそのメリットははかり知れない。 

 炭疽菌を１時間以内に検出できる炭疽菌迅速検出キットが日本でも発売されている。PCR

法による細菌検査は一般の病院での日常的な検査として利用されており広く普及している

し、自動化も進んでいる。ヒトに常在性の高い病原体は､PCR陽性となっても病原的意義の

判定は慎重でなければならない｡ 

改良された種々のPCR法について述べる。 

 （ア） 定量PCR 

当初、PCR 法は極微量の DNA を何十万倍にも増幅するので、 初の DNA 量を測定するとい

う定量性がないのが欠点であるとされていた。 

 標的DNAの PCRを用いる定量には、絶対量の測定と相対的差の測定の2種類があり、絶
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対量測定の例としては、数の分かっている細胞中におけるウイルス粒子数の測定があり、

相対的差の測定としては、細胞数の不明な癌組織における遺伝子増幅の検出がある。 

 絶対量の測定に際しては、対照として量が既知であるDNAを系列希釈して、内部標準と

なるDNA断片を、同時に1本のチューブ内で増幅し、内部標準により補正する。同一条件

下、検体のPCRを行い、系列希釈した対照から検量曲線を作成し、検体を増幅した断片の

プロット化により定量する。また相対量は、解析対象となるDNAフラグメントと、内部標

準のDNAフラグメントの量比を解析し、測定する。 

 定量性の確立により PCR の利用範囲はいっそう拡大した。一例をあげれば、B 型肝炎ウ

イルスおよびC型肝炎ウイルス感染者やヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染者の末梢血中の

ウイルス量を測定することにより、投薬の効果を知り治療方針を決定するのに利用される。

これらの患者の血中のウイルス量を測定することは治療上必須のことである。ポリメラー

ゼ連鎖反応法(PCR法)を利用して、HBV、HIV、HCVを同時に３時間半で抽出から検査結果を

出すまでの一連の操作ができる核酸検査システムの開発されている。 

 （イ） リアルタイムPCR 

 PCRによる遺伝子の増幅の過程を蛍光検知装置により、リアルタイムで追跡し、そのPCR

反応曲線をプロファイリングする検出技術がリアルタイムPCRと言われる。この方法によ

り、およそ 96 の検体が同時に増幅過程をプロットできる。実験的に PCR 反応による DNA

の指数的増幅とPCR生成物は、PCRサイクル数に比例している事が明らかにされている。  

 もし検査対象の検体がPCRにより増幅された場合、指数増加カーブに到達するPCRサイ

クル数を検査すれば、正確な遺伝子組換体(GMO)含有量を計算する事が可能となる。種々の

濃度の遺伝子組換体のそれぞれのPCR増幅プロファイルの中間点をとり、これらのポイン

トを、横軸を PCR サイクルとしてグラフ化し、DNA 含有量と PCR サイクルの比例図を得る

ことができる。 

 リアルタイム定量法は、この原理を利用している。未知のGMO含有量である検体と標準

（GMO 含有量が設定された）サンプルを比較して、未知の GMO 含有量の検体の GMO 含有量

を知ることができる。リアルタイムでのPCR増幅の検査と検量線の生成という分析手順を

自動化しているシステムが開発されている。 

 従来の PCR 定量とリアルタイム PCR と比較した場合、標準検査（GMO 特定遺伝子三点検

定）においては、PCRの増幅過程の特定のポイント（特定のPCRサイクル）において、PCR

生成物を分析する。特定のPCRサイクルでのPCR生成物量をプロットすると、限定された

範囲においては、DNA 濃度と、PCR 生成物量の間で直線的比例関係が得られる。より高い
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DNA 含有量においては、比例関係が失われる。この為、この分析方法は、限定された含有

量の範囲についてのみ定量の為に使用する事ができる。ただし、この分析方法は、DNA 含

有量とPCR生成物の関係が検定点Aにおいて、線形でない事、およびPCR生成物とDNA含

有量が検査毎に一定でない事から、検査精度は限定される。これは、PCR 反応による増幅

が無限に起こるものではなく、一定時間（サイクル）後には、安定してしまい、それ以上

の増幅は起こらない事から、高いDNA含有率と低いDNA含有率の場合では、高いDNA含有

率の場合、より早く増幅が止まってしまう事から、増幅が安定してしまった状態のPCR生

成物では、検査精度が劣る事を意味する。従って、仮によりDNA含有率の高い検体の定量

を実施する場合、検定点Aの PCRサイクルを変更する事が必要となる。標準分析において

は、検定点をDNA含有率を一定に設定し、この検定点付近での定量精度が も高くなるよ

うにする。また、検定点を変更し 適化する事もできる。 

 （ウ） RT-PCR法（reverse transcription PCR） 逆転写遺伝子増幅法 

 （１）PCR法と逆転写酵素反応（RT）を組み合わせることにより、RNAを定性的に、また

定量的に検出する方法である。このRT-PCR法は、微量分子を検出できる感度のよさで、ノ

ーザンブロット法、ドットブロット法、ヌクレアーゼプロテクション法に優り、また、手

技の速さ、容易さでin situハイブリダイゼーション法に優る。さらにプローブを必要と

しない点で便利である。 

 （２）本法は RNA の調製、逆転写酵素反応（RT）、PCR の三つのステップに分けられる。

そして検出感度は、１細胞あたり10分子ともいわれるが、実際には上記の三つのステップ

に対応するRNAの収率、RT反応の効率、PCRの効率の組み合わせから 終産物の量が規定

される。 

 （３）RNA 調製の際、リボヌクレアーゼ（RN アーゼ RNA 分解酵素）の混入を避けるこ

とが必須条件である。外因性RNアーゼの混入を防ぐためには、滅菌した使い捨てプラスチ

ック器具を可能な限り用いること、ガラス器具を用いる場合は、0.1％のジエチルピロカー

ボネート（DEP）溶液で処理してから用いること、操作中を通じてゴム手袋を着用し、頻繁

に交換することが必要である。RN アーゼは細胞の中にも存在するので、内因性 RN アーゼ

の活性を取り除くために、除タンパク質操作によりRNアーゼ自体を除去すること、ならび

に RN アーゼ活性を阻害することの二つの対策が可能である （４）mRNA 自身は PCR の基

質とはならないので、RT反応によりmRNAから cDNAを合成することが必要である。RT反応

のプライマーは、目的に応じて、オリゴ（dT）プライマー、特定塩基配列に対する相補的

プライマー、ランダム６塩基プライマー、の３種類が用いられる。全長のcDNAを得たい場



- 119 - 

合にはオリゴ（dT）プライマーが有用であり、標的mRNAの量が極めて少ないことが予想さ

れる場合にも有利である。また、RT-PCR法に基づいたDDA（differential display analysis）

を行う際には、RT産物を半定性的に分画する目的で、オリゴ（dT）プライマーの3´末端

に A、G、C、（T）を様々な組み合わせで２塩基程度つけたプライマーが用いられる。臨床

診断や定量的RT-PCR法などの場合には、より選択的に特定の塩基配列を増幅させる必要が

あるため、特定塩基配列相補的プライマーを用いる。ランダム6塩基プライマーは、mRNA

の 5´末端など、オリゴ（dT）プライマーを用いたRT反応では伸長されにくい領域の解析

や、臨床診断において標的とする塩基配列が短くてよい場合などに用いられる。 

 （５） も問題となるのは、試料中へのゲノムDNAの混入である。対策としては、一般

的に、二つのプライマーを異なるエキソン上の塩基配列と相補的に設定することにより、

たとえ混入したゲノムDNAが cDNAとともにPCRの鋳型として作用しても、ゲノムDNAの場

合はイントロンも同時に増幅されるので、断片の長さの相異からmRNA由来のRT-PCR産物

と区別することができる。しかも、ゲノムDNA由来のイントロンを含む断片が、cDNA由来

の断片よりも長くなるため、増幅効率が低いことが予想される。しかしながら、求めるcDNA

由来の断片と、ゲノム DNA 由来の断片が、PCR において拮抗して増幅することになり、ど

うしても反応の定量性の障害となる。イントロンを欠く遺伝子や偽遺伝子が存在する場合

には、混入したゲノムDNA由来の断片をmRNA由来の断片と長さの相違で区別することはで

きず、そのためRNA溶液にDNアーゼ処理を加え、混入したゲノムDNAを完全に取り除くこ

とが必要となる。 

 （６）RT反応によって得られたcDNAを鋳型としてPCRを行うと、mRNAは鋭敏に検出さ

れる。mRNAを高感度に検出することが必要な場合には、放射性同位元素を用いたPCRを行

う。標識プライマーを用いる場合、標識ヌクレオチドを用いる場合の2とおりの方法があ

るが、mRNAを高感度に検出することが必要で、とくにその塩基配列異常を検出する目的で

SSCP（Single-strand conformation polymorphism）解析を行う場合には、プライマーを標

識したPCRを行う。SSCP解析で明瞭なシグナルを得るためには、できる限り小量のPCR産

物を非変性ポリアクリルアミドゲルで分離することが必須であり、PCR に用いるプライマ

ーが高い放射活性をもつように標識することが必要である。 

 （エ） アービトラリリーポリメラーゼ連鎖反応（AP-PCR） 

一つのプライマーを用いて染色体中の複数の領域を同時に増幅させる反応である。 

 （１）AP-PCRの原理は以下のとおりである。反応初期の数サイクルのアニーリング温度

を 37〜50℃に設定した緩やかな条件にし、反応液中のマグネシウムイオン（Mg2＋）濃度
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を4.5ｍM〜5.0ｍMにして行うと、一つのプライマーと鋳型DNA間の非特異的な結合が増し、

複数の部位でアニーリングが起こる。アニーリングしたプライマーに挟まれた多く領域の

中で、両末端に存在するプライマーが 3´末端同士で向きあった領域について DNA の増幅

が行われる。この増幅産物を使って、通常の反応条件で反応を行うと、合成された増幅産

物を鋳型として、さらに反応が進行する。その結果、平均して30個程度の増幅産物が得ら

れ、ゲル電気泳動によってバンドとして検出することができる。DNA フィンガープリント

として観察されるバンドのパターンは、個体間の塩基配列の違いを反映しており、遺伝的

多型性などを評価することができる。また、半定量性があるこの方法は、緩やか条件で合

成された増幅産物の量を反映した結果を示す。 

 （２）この方法については、未だゲノム解析などの研究がそれほど進んでいない生物な

どを対象にした実験結果が報告されている。 近では、ヒトの癌細胞中での遺伝子変化の

解析にも用いられている。 

 （３）この方法の問題点は、AP-PCRの反応条件がよく分かっていないことである。プラ

イマーについても、3′末端の6〜7塩基が相補的でなければアニーリングが起こらないこ

とが経験的に分かっている。また、GC含量の高い方が多くのバンドが得られると考えられ

ている。反応に用いる試薬の質や濃度、ポリメラーゼの種類によってもAP-PCRの再現性に

影響を与えることが分かっている。 

 また、この AP-PCR の原理を RT-PCR に応用したのがディファレンシャルディスプレイ

RT-PCR（DDRT-PCR）である。 

（オ） LA PCR法 （Long and Accurate PCR） 

 LA PCR法は PCR法にエキソヌクレアーゼを組み合せることで、従来のPCR法よりも長く

かつ正確に遺伝子を増やす方法である。 

 PCR法に使用されるポリメラーゼとしては、Taq DNA Polymeraseが一般的であるが、Taq 

DNA Polymeraseを用いたPCR法には以下のような限界もある。 

1 正確性（Fidelity） 

Taq DNA Polymerase は、一般的に fidelity があまり高くないといわれ、PCR 中の

misincorporationが問題になる場合もあり、PCRクローニング、 変異導入等の際、注意が

必要とされている。 

2 増幅鎖長 

Taq DNA Polymeraseを用いたPCRでは、通常、数kbpの DNAを増幅し、10 kbpを超える増

幅は困難だといわれている。これは、特にマッピング等のゲノム解析にPCR法を導入する



- 121 - 

際の障害となっている。 

また、クローニング等PCR以降の実験や、感度を要求する食品環境衛生検査等において、

増幅量を多くすることは非常に重要なことである。 

ポリメラーゼ/バッファー/反応条件を総合的に検討することで40 kbpのDNAを正確に大量

に増幅できるLA PCR（Long and Accurate PCR）テクノロジーが開発された。このLA  PCR

テクノロジーは、PCRの応用分野をさらに拡大するもので、今後ゲノム解析、遺伝子診断、

長鎖フラグメントのクローニングおよび変異導入等、さまざまな利用が期待できる。  

LA PCRの原理 

LA PCRの鍵となるのは 酵素である。3'→5'エ キソヌクレアーゼ活性（proof reading活

性）を含む耐熱性DNAポリメラーゼを用いると、まちがった塩基が取り込まれた場合、そ

れ以後の反応性が極端に悪くなる。これを 3'→5'エキソヌクレアーゼ活性により取り除い

て反応をスムーズに進めることにより、 結果的に長鎖DNAの増幅が可能となる。 

反応条件は 

 （ａ）鋳型DNA量および増幅サイズを考慮し、25〜30サイクルの範囲で 適サイクルを

設定する。サイクル数が少なすぎると十分な増幅量が得られない可能性がある。一方で、

サイクル数が多すぎると、全体にスメア状となり、増幅DNAバンドの形成が認められなく

なる。LA-PCR の場合auto segment extension（サイクルごとに伸長の瞬間を延長する方法）

の利用が効果的である。 

 （ｂ）至適アニーリング温度は通常 45〜68℃で、その間を２℃間隔で検討すればよい。

また60〜68℃の温度範囲でも耐熱性DNAポリメラーゼは十分な活性を示すので、アニーリ

ング〜伸長温度をこの範囲内に設定することにより、2段階温度PCR（シャトルPCR）が可

能になってくる。アニーリング〜伸長温度が68℃のとき、1kbあたりおよそ30秒〜１分間

の時間設定が適当である。設定温度が68℃以下になると、反応速度が遅くなるため長めの

設定が必要になる。アニーリング温度が高すぎるとまったく増幅産物は認められず、低す

ぎると非特異的な反応が起こりやすくなる。 

 （ｃ）反応実施に際し、温度を正確に伝えるために反応量50μl以下で行った方が再現

性のある効率のよいPCRを行うことができる。 

 プライマーは、特異性が非常に重要である。20塩基程度の長さのプライマーでも特異性

が高ければ20kbp以上の増幅が可能になる。しかし、できればプライマーの長さを30〜35

塩基程度にし、さらに可能ならば 1 対のプライマー間の Tm 値の差を 2〜3℃以内にするこ

とが望ましい。また GC 含量はなるべく 50〜60％付近になるようなプライマーを選定し、
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プライマー自身の二次構造およびプライマー同士のアニール（とくに 3´末端）を避け、

プライマーダイマーの形成を防ぐ必要がある。 

 鋳型DNAのグレードがLA-PCRの成否を決める。10kbp以上の増幅反応を行う場合、簡便

な方法（たとえば、細胞を熱処理、あるいはプロテアーゼ処理のみ）で調製した試料は鋳

型としてはあまり適さず、十分に精製した、完全な形のDNA（nickなどが入っていない）

がベストである。 

 LA-PCRを RT-PCRに応用することによって、より長く、より正確なcDNAを増幅すること

が可能になった。長鎖cDNAのクローニングおよび発現解析などへの利用が期待される。複

雑で大きなDNAを対象に増幅反応を行うため、ガン遺伝子などの検査、診断用途に用いる

ことができる技術である。これまでのPCRの限界を超え、応用分野をさらに拡大するもの

で、ゲノム解析、遺伝子診断、長鎖フラグメントのクローニングおよび変異導入など様々

な利用が期待できる。  

 （カ） Hot Start PCR 法 

 Hot Start PCR法は、サイクル前のミスプライミングやプライマー ダイマーに由来する

非特異的増幅を防ぎ、目的断片の増幅効率を高める 有効な方法である、抗Taq抗体と 結

合させた Hot Start 用の PCR酵素を使用、 初の熱変性で抗体が 変性し酵素から外れる

まで、ポリメラーゼ活性が抑制される。  

（キ） 競合的PCR法（competitive PCR） 

 PCR 生成物の量は、反応初期にはほぼ指数関数的に増加するが、ある程度蓄積したとこ

ろで、プラトーに達して増加が停止する。このため、PCR の 終生成物の量は、必ずしも

初期鋳型量を反映しないことになる。PCR 法を DNA の定量に用いるときは、このカイネテ

ィックスの特性を常に考慮する必要がある。 

 競合的PCR法（competitive PCR）は、定量的PCRの中で も多く用いられている方法で、

分子量あるいは制限酵素部位などで区別可能な2種類のDNA断片を同じ反応液中で同時に

増幅する方法である。両者の増幅が競合的に起こるためにこの名がついている。この方法

には２組のプライマーを用いる方法、同一のプライマーを用いる方法など、様々のバリエ

ーションがある。 

 2 組のプライマーを用いる方法は、反応液中に 2 組のプライマーを入れ、2 種類の DNA

の増幅を同時に行わせる。もし 2 種類の DNA の増幅率 E が同じであれば、PCR 生成物は、

初期鋳型量を保ったまま増加し、PCR 初期の指数増加期における生成物量は、初期鋳型量

に比例する。 
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 RT-PCR（reverse transcription PCR）を行う際に、この2組のプライマー対のうち一方

を測定したいmRNAの配列から、他方を発現量が一定で内部標準になるようなmRNAの配列

から選び、2種類のDNAを同時に増幅させると、測定したいmRNAの発現量を、内部標準の

mRNAの発現量に対する割合として測定することができる。 

 競合的PCR法の第2の方法としては、定量の内部標準となる競合的DNA断片を人工合成

して加える方法がある。この競合的DNA断片を、目的のDNA断片と同じプライマー対で増

え、かつ目的DNAとは分子量や制限酵素で切断したときのパターンが異なるようにデザイ

ンしておくと、プラトーに達した後の両者の比から、初期鋳型量の比を求めることができ

る。 

 （ク） アンカードPCR法（anchored PCR） 

 競合的 PCR 法の一つである。アンカード PCR 法では、通常の RNA 抽出、cDNA 合成の後、

PCR の前処理方法として、すべての cDNA の 3′末端にグアニンのホモポリマー（ホモ G）

をアンカーとして導入付加する（ポリ G テーリング）。次いで、TCRC 領域に特異的な PCR

プライマーと、シトシンのホモポリマーとリンカー配列（アンカー）からなるプライマー

を用いてPCR反応を行う。通常のPCR反応では、一般にDNA増幅の特異性は二つのプライ

マーに依存するが、本アンカードPCR法では、ポリCプライマーがGテールされた、すべ

てのcDNAにハイブリダイズするため、特異性は一つのプライマーだけに依存することにな

る。したがって、アンカードPCR法に用いた特異的プライマーよりも、5′側の第2のプラ

イマーとリンカー部分に特異的なプライマーを用いて、もう一度PCRを行って、さらに特

異性をあげることができる。 

 （ケ） In situ PCR 

 （1）in situ PCRは従来のin situ ハイブリダイゼーションのもつ細胞レベルの解析力

とPCRの高感度性を併せもつ技術である。従来のin situ ハイブリダイゼーションの検出

には細胞あたり10〜20コピーの標的遺伝子配列の存在が必要であったが、この技術により、

単一の、あるいは極めて少ないコピー数の遺伝子配列の検出が可能になった。 

 （2）固定した細胞あるいは組織切片上でPCRを行う。目的とする遺伝子配列を増幅させ

る過程で、標識プライマーや標識塩基を用いて標識を取り込ませて検出する方法（直接法）

と、増幅した後に標識プローブを用いて、in situ ハイブリダイゼーションによって検出

する方法（間接法）とがある。このほかにチューブ中でPCRを行った後にフローサイトメ

トリーで蛍光標識を用いて検出する方法もある。 

 （3）形態保存のために細胞や組織を固定する。よく用いられる固定液は、パラホルムア
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ルデヒド（1〜4％）と10％緩衝ホルマリン液である。アルコール、酢酸、アセトンなどの

固定液も用いられる。in situ PCR に不適な固定液としては、ピクリン酸を含んだボウイ

ン液のほか、鉛や水銀などの重金属を含んだものが挙げられる。固定の時間は、試料の大

きさや種類によって異なる。長時間固定した場合には、PCR 試薬やプライマーが細胞内の

鋳型配列に浸透できるように酵素で前処理する必要がある。 

 （4）PCRの前に、試料をプロテアーゼ処理するが、短時間の固定の場合は、プロテアー

ゼ処理は必ずしも必要ではない。一方、長時間固定した場合には細胞や組織に試薬を浸透

させるために処理が必要となる。よく用いられるプロテアーゼとしては、プロテイナーゼ

Ｋ、ペプシン、トリプシンなどが挙げられる。プロテアーゼ処理、すなわち消化に必要な

時間は固定時間に比例する。そのためプロテアーゼ濃度もしくは処理時間を変化させて試

料ごとに至適条件を検討する必要がある。固定と消化の至適化がin situ PCRにおいて、

も重要な点である。したがって消化が十分でないと、Taq ポリメラーゼや標識物質を含

むその他の試薬が細胞内の DNA に到達できない。しかし消化過剰になると増幅された DNA

が細胞外に流出してしまう。試薬中のプライマー、塩基、酵素は、浸透させるが、増幅さ

れたDNAは流出させない程度に消化する。 

 （5）スライドグラス上で、PCRを行う場合も、基本は液相PCRの場合と同じであり、反

応液の至適化が重要である。鋳型の配列に対して、幾つかのプライマーをつくって試す必

要がある。しかし、スライドグラス上でPCRを行う場合は、プラスチックチューブ内で液

相PCRをする場合と幾つかの点で根本的な違いがある。第1にカバーグラスの下では、チ

ューブの場合に比べ表面積と体積の比率が約10倍となる。このため、酵素やマグネシウム

がガラス表面に非特異的に付着して失われる可能性があるので、液相PCRの場合より多め

に酵素を加える。第2に、細胞の容積はチューブの場合に比べて約1万分の１である。理

論的には単一の遺伝子を液相PCRの場合よりずっと少ないサイクル数（約10回）で検出で

きるはずである。１コピーを鋳型にした場合、約11回のサイクルで2,000コピーが核内に

貯まる。これは、ハイブリダイゼーションによって容易に検出できる数である。しかし実

際にはin situ PCRでは、液相PCRの場合と比較してPCRの増幅効率はかなり低いことが

報告されている。サイクル数を増すと、細胞組織の保存性が低下し増幅したDNAが細胞外

に流出する可能性がある。 小のサイクルで効率よく増幅することが肝心である。第3に

組織形態を保つためにPCR条件を簡易化し、全体的にPCRの時間を短縮することが良い結

果を生む。スライド専用のサーマルサイクラーがこの目的のために開発されている。 

 （コ） コンセンサスPCR 
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 （1）コンセンサスPCR法は、ヒトパピローマウイルス（HPV）を検出するための手法で、

微量の検体から複数のHPV型を増幅でき検出感度も高く、遺伝子診断法として広く使われ

ている。そのため、コンセンサスPCR用に多くのプライマーセットが報告されている。 

 （2）コンセンサスプライマーはHPVゲノム型間で相同性の高いE１領域とL１領域内に

設定される場合が多く、より多くの HPV 型を増幅できるように、PCR におけるアニーリン

グ温度を37〜48℃に下げたり、ゲノム型間で異なるプライマーの塩基部位をイノシン残基

に置き換えたり、あるいは混合プライマーにするなどの工夫がなされている。PCR 産物の

DNA鎖長は150〜850bpまで様々である。ゲノム型の同定にはPCR産物が長いほうがよいが、

パラフィン包埋切片からの増幅には200bp以下のほうがよい。 

 （3）ハイブリダイゼーションによるHPV型の同定は、2段階で行われることが多い。ま

ず、複数のHPV型の混合プローブを用いて、粘膜型（高リスク型、低リスク型）、皮膚型、

あるいは高頻度検出群のいずれに属する HPV 型であるかを検討し、続いて各ゲノム型 DNA

をプローブとしてサザンブロットハイブリダイゼーションを行う。PCR 産物を制限酵素消

化して、サザントランスファーした後、ゲノム型間で相同性の高いオリゴヌクレオチドや

混合HPV DNA をプローブとしてハイブリダイゼーションを行えば、バンドのサイズやパタ

ーンからゲノム型を同定できる。 

 （4）粘膜型HPVは 30以上知られているため、癌化に関係する高リスク型だけを増幅す

るように設計されたコンセンサスPCRは利用価値が高い。E6E7領域は、上流の非コーディ

ング領域とともにHPVの関係する前癌病変や癌細胞中に必ず存在するため、粘膜高リスク

型HPVを検出するための標的として優れている。粘膜高リスク型HPVの E6E7配列間で保存

されている領域を選択して、コンセンサスプライマーを設定してPCRを行う。 

 （5）検出のための標識はラジオアイソトープを用いるものと、ビオチン、ジゴキシゲニ

ンなど非アイソトープを用いるものとがある。 

 （サ） RNA-primed PCR 法 

 PCR 法のキーとなる要素の一つは、試料となる DNA 中の目的となる DNA 部分と対応する

数十塩基の DNA 鎖のプライマーである。このプライマーは、DNA の化学合成技術の進歩に

より、機械合成もできるようになったが、コストと時間がかかり、PCR 法の課題ともなっ

ている。またプライマーを設計する際には、あらかじめその領域の塩基配列を知っておく

必要もある。これらの問題を解決するため、in vitro転位反応により得られるRNAオリゴ

マーをプライマーとして用いる、RNA-primed PCR 法が開発されている。 

 PCR に用いられる RNA プライマーは、必要とするプライマー配列をもつ鋳型 DNA を調製
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し、in vitro 転位反応で合成される。in vitroでの転位は、様々のファージ・プロモータ

ーの系で行うことができる。 

 RNAプライマーをPCRに用いる場合、RNA鎖からDNA鎖が伸長するかという問題が考えら

れる。しかし、in vivoで DNA複製に働くすべてのDNAポリメラーゼは、RNAプライマーか

らのDNA鎖伸長を行っており、問題はない。 

 もう一つの問題は、PCRの２サイクル目の反応から、鋳型DNAの 5′末端にRNAの配列が

存在するため、通常 PCR によく使われる Taq DNA ポリメラーゼの活性だけでは、RNA 配列

に行き着いた時点で、PCRの伸長反応は止まってしまう。この問題を解決するために、Tth 

DNAポリメラーゼが用いられている。Tth DNAポリメラーゼは高い逆転写活性をもっており、

RNAを鋳型としてDNAを合成することができる。この場合、Taq DNAポリメラーゼの補因子

であるMg2＋の代わりに、Tth DNA ポリメラーゼの補因子であるMn2＋を加える必要がある。 

 （シ） multiplex PCR 法 

 遺伝子に種々の欠失があるような場合、複数のプライマーのセットを一つのPCRアッセ

イで同時に用いて、これらの解析を同時に行うことができる。この方法は多重PCRと呼ば

れ、進行性筋ジストロフィーの遺伝子診断などに広く用いられている。 

 一つの反応混合液中で複数のDNA領域を同時に増幅するこの方法は、サンプルの取り扱

いが 小限で済むので、労力や時間、費用が節約でき、またクロスコンタミネーションの

危険性を減らすことができる。 

 Multiplex PCR 法では、プライマーのデザインと、その量の 適化が も重要である。

また、一組のプライマー対を用いる PCR 法に比べて、プライマーの 3′相補性を避ける注

意が、より以上に必要である。Multiplex PCR 法を利用する際には、次のような配慮が必

要であることが指摘されている。 

 （1）プライマーの鎖長：プライマーの鎖長は22〜30塩基、通常のPCR法よりも、少し

長くするべきである。短いプライマーは絶対避けるべきである。 

 （2）補助溶媒：補助溶媒の添加が必要になることもある。10％の DMSOの添加が高い感

度を得るのに、よい効果があるという報告もある。 

 （3）アニーリング温度：できるだけ高く設定する。アニーリング時間を５サイクルでは

長く（約１分）、その後のサイクルでは短く（30 秒以下）設定することにより、アッセイ

の厳密度を高めることができる。 

 （4）温度サイクラー：ある程度以上の精度をもつ装置を使用すること。温度プロフィー

ルが少し変化しただけで、アッセイが完全に失敗することがある。 
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 （５）ポリメラーゼの使用量：Taqポリメラーゼの量を、４〜６U／100μlに増やすと、

感度が上がることもある。 

 （ス） シャトルPCR法 

 （1）シャトルPCR法は、プライマーの長さが長く、プライマーの計算上のアニーリング

温度であるTm値が、65℃ないしは70℃を越すときに用いられる方法で、2本鎖DNAを１本

鎖 DNA に解離させる熱変性、解離した DNA１本鎖に相補的な配列をもつプライマーを結合

させるアニーリング、DNA鎖の伸長反応という三つのステップのうち、アニーリングとDNA

鎖の伸長反応の二つのステップを、一つにしたものである。 

 （2）PCR反応のその他の条件は標準的なものと変わらないものである。 

 (セ) PCR／GC−clamp法 

 （1）PCR／GC-clamp法は、調べようとするDNA領域の両端にアニールする2種類のオリ

ゴデオキシリボヌクレオチド（PCRプライマー）を用い、ゲノムDNAまたはクローン化DNA

サンプルをPCRによって増幅し、増幅したDNA断片をこれの分析に適した濃度範囲の変性

剤を含むグラジエントゲル電気泳動（DGGE）にかけ、ゲルをエチジウムブロミドで染色し

て紫外線照射し、変異や多型による一塩基置換を検出する方法である。このとき2種類の

オリゴヌクレオチドの片方は 5´末端に 40〜50 塩基の GC 含量の高い領域（GC-clamp）を

余分にもっており、この配列が PCR 増幅中に増幅 DNA 断片の 5′末端側に取込まれるとこ

ろから、GC-clampの名が冠せられた。 

 （2）マウスのβ−グロビンプロモーター領域を含む140bpの DNA断片に多数の一塩基変

異を導入したものを、GC-clampを用いないDGGE法を実施し、またGC-clampを導入しない

プライマーを用いた DNA 断片の PCR 増幅を行っても変異検出はできなかったが、40bp の

GC-clampをプロモーター断片の5´末端につなげたプライマーを用いると変性グラジエン

トゲル電気泳動によって変異の検出ができたという報告がある。 

 （3）PCR／GC-clamp法を始める前に、調べようとするDNA領域を増幅する二つのオリゴ

ヌクレオチドプライマーを選ぶことになるが、増幅領域の長さは100〜500bpがよい。その

ため、数kbの遺伝子全体を本法で分析するにはオーバーラップするように数種のプライマ

ーを用いて各領域を増幅するとよい。 

 （4）なお、使用できるGC-clamp配列として以下が例示されている。 

 5´CGCCC GCCGC GCCCC GCGCC CGTCC CGCCG CCCCC GCCCC……3´ 

 この３´末端にゲノム DNA 中の目的領域に特異的にアニールする 20〜25 のヌクレオチ

ド断片をつなぐことになる。 
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 （ソ） ストレッチPCR 

 ストレッチPCRは繰り返し配列をもつテロメラーゼ活性を高感度に、定量的に測定し、

細胞の不死化・癌化との関連や阻害剤探索のために開発された方法である。 

 （1）従来の方法：Gリッチな1本鎖のオリゴヌクレオチドを基質に繰り返し配列の伸長

を行わせこの間にアイソトープを取り込ませてその産物を電気泳動する方法であるが、哺

乳動物のテロメラーゼ活性は非常に弱いため、検出までに１週間以上を要していた。 

 （2）TRAP（telomeric repeat amplification protocol）法：反応産物をPCR法で増幅

するには2点の大きな困難があった。一つは増幅する産物が繰り返し配列から構成される

ため、センス、アンチセンスのプライマー同士がアニールしてしまい、プライマーダイマ

ーの形成が避けられない。次にそれぞれのプライマーが繰り返し配列のどこにでもアニー

ルできるので、短い産物が優先され、本来の長さを維持できない。 

 そこで工夫されたのがTRAP法で、 初の基質にテロメラーゼに認識されやすい非テロメ

ア配列を用いることにより、プライマーダイマーの形成を起こりにくくした。またアンチ

センス側のプライマーに、繰り返し配列の相補鎖に変異を入れることにより長さを維持す

る工夫をしている。しかし増幅産物の短小化はまだ顕著に認められ、簡便性はよいが、定

量性が十分な方法とは言えない。 

 （3）ストレッチPCRの原理： 

 （ａ） 初の基質にヒト本来のテロメア繰り返し配列(TTAGGG)ではなく、テトラヒメナ

の配列(TTGGGG)を用い、増幅に用いるアンチセンス側のプライマーにはヒトの繰り返し配

列の相補鎖(CCCTAA)を用いる。これにより、3´ミスマッチを起こさせてプライマーダイ

マーの形成を避ける。 

 （ｂ）それぞれのプライマーの5´側には17塩基の非テロメア配列（タグ配列）をもた

せて68℃のストリンジェントな条件下でアニールさせる。１サイクル目ではどの繰り返し

配列からも増幅が開始するが、2回目以降はタグ配列が両側に存在し、39塩基にわたり安

定なアニーリングをするのに対し、内側には相補塩基が22しか無いため、プライミングは

末端から起こり、本来の長さが維持される。 

 （タ） Alu PCR 

 （1）Alu PCR 法はヒト DNA 中に存在する Alu 繰り返し配列（Alu 配列）を利用する PCR

法である。Alu配列は、ヒトゲノム中の至るところに散在する小型（300塩基以下）の反復

配列でおよそ 900,000 コピーほど分布しており、7S rRNA 遺伝子と塩基配列相同性をもっ

ている。 
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 （2）Alu配列のコピー間では相互に塩基配列の変化はかなり見られるものの、その中で

もよく保存されている領域からコンセンサス配列が分かっている。この保存されている領

域をしっかり認識するようにプライマーをデザインして PCR を行えば、Alu 配列に挟まれ

た領域を十分に増幅でき、異種のDNAが混在するサンプルからヒトDNAが単離できること

に注目して、本法が開発された。この方法では、げっ歯類のAlu配列を増幅しない、ヒト

DNAに特異的なプライマーのデザインがポイントである。 

 （3）Alu PCR 法は、クローン化されたDNA中のヒトの挿入DNAを迅速に単離する方法と

して有用であるばかりでなく、λベクターやYAC(yeast artificial chromosome)ベクター

にクローン化されたゲノムDNAの単離にも用いられている。 

 （4）Alu PCR 法は、異種のDNA中に含まれる小さなヒトDNA領域の単離や分析に利用で

き、複雑な領域の重要な塩基配列を単離する方法としても利用できる簡単迅速で、費用の

かからない方法として期待されている。 

 （チ） メガプライマーPCR 

 クローン化したcDNAや転写調節領域に人工的に変異を導入し、構造と機能との関連を検

討することは、遺伝子研究における重要な解析法の一つである。PCR はプライマーの配列

を変えることによって、付加、欠失、ミスセンスなど様々な変異を自由に導入することが

できる。 

 （1）変異を導入しようとするヌクレオチドの近傍に適当な制限酵素部位が存在する場合、

変異と制限酵素部位を含むプライマーを用いてPCRを行い、変異を含むDNA断片を合成す

れば、野生株の担当領域と入れ換えることにより、容易に変異株がクローニングできる。 

 （2）適当な制限酵素部位が無い場合、ヘテロ2重鎖を形成する方法、メガプライマーを

用いる方法、新しい制限酵素部位を導入する方法などがある。前者は一次PCRを１セット

行い、できたプライマーを二次PCRのプライマーの一つとしてPCRを行う方法である。こ

の方法によれば変異をもつプライマーを一つ減らせると同時に、原法より長いDNA断片を

増幅できることになる。 

 （ツ） Immuno−PCR 

 （1）抗原抗体反応のもつ特異性とＰＣＲ法のもつ優れた感度を併せもつ新しい抗原検出

法。 

 （2）1992 年に Sano らによって初めて報告された Immuno−PCR では、ストレプトアビジ

ンとプロテイン A とのキメラタンパク質にビオチン化した DNA を結合させ、プロテイン A

を介してプレート上の免疫複合体に結合させる。その後、プレートの各ウェルにPCR反応
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液を加えてプレートごとPCRを行い、増幅されたPCR産物をアガロースゲル電気泳動で検

出するというもので、ELISA(enzyme linked immuno sorbent assay)法の 10万倍という高

感度であった。 

 （3）キメラタンパク質のかわりに市販されているアビジンを用いて免疫複合体とし、DNA

分子を架橋する系が開発された。これは抗体をあらかじめビオチン化しておき、ビオチン

化DNAとこの抗体でアビジンを挟むというものであった。これによりキメラタンパク質を

作成することなくImmuno−PCR法が使えることになった。しかし、この方法は固相化した純

化抗原を１個の抗体で検出するという極めて理想的な系であり、血清をはじめとする臨床

検体中に微量にしか存在しない抗原の検出には検出感度が低いため使用困難であった。 

 （4）そこでターゲット抗原分子と特異的に結びつく一次抗体を固相化して、そこに抗原

を選択的に結合させて二次抗体で挟むdouble determinant immuno−PCR法が開発された。

この方法はターゲットとなる抗原に対する１次抗体を固相化しておき、これに血清を流す。

ターゲットの抗原のみが１次抗体に結合し、あとは洗浄される。１次抗体-抗原にビオチン

化2次抗体を加え、ストレプトアビジン、ビオチン化DNAを加え、 後にPCRでＤＮＡを

増幅するというものである。その結果、抗原が存在するとDNAが増幅され、アガロースゲ

ル電気泳動により、DNA のバンドが検出される。ただし、ビオチン化 2 次抗体、ストレプ

トアビジンが非特異的に結合するため、DNA の量が多いと抗原を含まない場合でも DNA が

増幅され、バンドとして検出され、定量性に問題がある。 

 （テ） PCR−MHP法 

 （1）PCR−MHP法は、まずビオチン標識のプライマーでPCRを行い、その増幅産物をマイ

クロプレートの各ウェルに固定化したプローブとハイブリダイズさせ、ハイブリダイズし

なかったものを洗浄して除去し、その後酵素標識アビジンを反応させて発色させ、発色し

たウェルのパターンよりタイピングを行う方法である。この方法は臨床検査でよく利用さ

れるELISA法と同様の操作がとられる。この方法を応用したHLA（human leukocyte antigen:

ヒト白血球抗原）のDRB1遺伝子タイピング試薬キットが市販されている。 

 （2）このキットを参考にして具体的手順を説明すると、まずlow-resolutionタイピン

グの場合はすべてのDRB!遺伝子群を増幅するプライマーを用いて、high-resolution タイ

ピングの場合はグループ特異的なプライマーを用いて、DRB1遺伝子の第2エクソンを増幅

する。勿論プライマーはすべて 5´末端にビオチンを結合させる。増幅産物の確認はポリ

アクリルアミド電気泳動で行う。 

 次いで、増幅産物を 96℃で 10 分間おいた後、氷上において 1 本鎖を保持させ、その増
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幅物を判定用プレートの各ウェルに5μlずつ加え、プレートを58℃で60分間置いてから

ハイブリダイゼーションを行う。 

 洗浄はあらかじめ 69℃に暖めておいた TMAC 溶液により３回、酵素用希釈液により３回

行い、酵素溶液を加えて室温で15分間放置し、酵素用希釈液でその後３回洗浄する。この

洗浄にはELISA法で使用されるプレートウォッシャーを用いる。その後基質液を加えて発

色させる。 

 発色しているウェルの組み合わせでタイピングを行い、low-resolutionタイピングの結

果に基づいてhigh-resolutionタイピングキットを使用して対立遺伝子のタイピングを行

う。 

 （ト） PCR−SSCP法 （Single-strand conformation polymorphism） 

 １本鎖DNAの場合１塩基の違いでも高次構造が違ってきて、電気泳動では移動度が異な

ってくる性質を利用して、PCR と組み合わせて検出する多型解析手法の一つで、疾患に特

有の変異の検出に利用される。PCR−SSCP法で変異が検出された場合、その領域をPCRで増

幅してサブクローニングした後、ジデオキシチェーンターミネーション法で塩基配列を決

定する。泳動時の正確な温度制御が重要なファクターとなる。 

 （ナ） PCR—RFLP 法 (restriction fragment length polymorphism 制限酵素断片長

多型) 

 PCR 産物の中に遺伝子変異部を認識する制限酵素が存在する場合、共通配列部位にプラ

イマーを設定し、PCR産物内に多型性をもたせて増幅する。PCR増幅産物を上記制限酵素で

切断し、その断片の長さにより、多型の有無を判定する方法である 

 （ニ） ARMS法（Amplification Refractory Mutation System） 

 （1）Amplification Refractory Mutation Systemの略で、PCRのプライマー部位にミス

マッチがあると、プライマーのアニーリングがうまくできなくなり、PCR で増幅ができな

くなることを利用した方法である。 

 （2）PCR の成否に大きな影響を及ぼすプライマーのミスマッチは、3′末端のものであ

る。したがって、この方法では 3´末端に変異部位がくるようにプライマーを設計する。

そして、PCR のプライマーとしての働きが、１塩基のみのミスマッチでは悪くないため、

変異部位に1または2、塩基5′側にミスマッチを加えるとよい。このようにプライマーに

2か所のミスマッチがあると、一定条件下ではPCRのプライマーとしては働かない。 

 （3）正常用と変異用の二とおりのプライマーを作成してPCR反応を行い、生成産物をア

ガロース電気泳動で調べたとき、正常用プライマーでPCR産物がなく、変異用プライマー
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でPCR産物があれば、そこのDNA上に変異があることになる。 

 （4）ハイブリダイゼーションや制限酵素処理をしなくてもよいため、非常に優れた簡便

な方法であり、フェニルケトン尿症等の疾患遺伝子変異の検出に利用されている。 

 （ヌ） ディフェレンシャル ディスプレイ 

 一本鎖cDNA を鋳型として、3'-末端にA, G, C, Tのいずれかを持つOligo-dT プライマ

ーと10 mer程度の任意のプライマー（arbitrary primer）とを用いて、通常より低いアニ

ーリング温度で PCR を行う。PCR 産物の電気泳動パターンを比較することで、発現に差違

のある遺伝子を検出・同定することができる。蛍光標識 oligo-dT プライマーを用いると

DNAシークエンサーによる解析が可能になる。 

 （ネ） ディファレンシャルディスプレイRT−PCR（DDRT−PCR） 

 ディファレンシャルディスブレイ逆転写遺伝子増幅法 

ディファレンシャルディスブレイと逆転写遺伝子増幅法とを組み合わせたもので、多数の

遺伝子の発現を検出するものである。 

 （ノ） 集積化されたマイクロウェルを用いたポリメラーゼ連鎖反応装置 

 微量のサンプルにより、多数のDNA試料を一度に増幅して解析を行うことを可能とする、

ポリメラーゼ連鎖反応の装置である。 

セミコンダクターマイクロファブリケーションの技術を用いることにより、シリコンチッ

プの高密度マイクロウェル集積体を作成する。集積化したマイクロウェルは、当該ウェル

中においてPCRを行うために適した性質を有し、多数の検体を同時に測定する事が可能と

なる。PCR の確認は、蛍光指示薬を用いることにより行う。更に、水蒸気は通過させるが

液体は通過させない膜でマイクロウェルを覆う事により，PCR 後の生成物が互いに混合す

ることがなく、反応後のサンプルの利用が可能となる。 

 （ハ） μPRAS（Micro Protein Reactor Array System） 

 μPRASは、極微量（1分子）の遺伝子をPCRにより増幅させて、さらに無細胞転写・翻

訳反応液を加え、増幅された遺伝子を鋳型とした蛋白質合成反応を行うことで、高度に集

積された蛋白質分子ライブラリーを構築することが可能である。従来、384 穴以下のプレ

ートで行われていたPCR反応などを、本システムでは1536穴プレートで行うため、大量処

理が可能でとなった。従来は4〜5日必要であった蛋白質ライブラリーの作製が、SIMPLEX

法の全自動装置であるμPRASの開発成功により、１日で可能となった。 

 （ヒ） DNAシャッフリング 

 断片化した DNA をお互いがプライマーとなるようポリメラーゼ連結反応（PCR 反応）さ
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せ、異なったDNAの間でキメラ遺伝子を得る方法である。 

 （フ） エラープローンPCR 

 DNAポリメラーゼ連鎖反応（PCR）の際に加える4種類のデオキシヌクレオチドの濃度を

不揃いにする事により、修復されるDNAに変異を起こす変異導入技術である。 

 （ヘ） Single cell PCR 

 Primer Extension Preamplification (PEP)法と云われる。一つの細胞から、多数の領域

のDNA分析を可能とする、出生前診断や着床前診断において、 も期待される技術の一つ

である。 

 （ホ） Long range PCR 

 通常のPCR法で増幅できるDNA鎖の長さは３kbが上限であるが、35kbの長さのDNAを増

幅できるキットが市販されている。 

 （マ） PCR法によらないで遺伝子を増幅する方法 

 a. リガーゼ連鎖反応（ligase chain reaction: LCR）法 

 耐熱性のDNAリガーゼを用いて温度サイクリング反応（熱処理と冷却の繰り返し反応）

を行うことにより標的遺伝子配列を増幅、検出する方法である。 

 本法では、熱処理により解離したDNAの二重らせんの双方にそれぞれに冷却して結合す

る２種類の隣りあった遺伝子断片、計4種類の遺伝子断片を用いて反応を行う。具体的に

は、2本鎖DNAを 94−99℃で熱処理して、それぞれを１本鎖に解離させる。続く50−70℃で

の冷却操作により、１本鎖に分離した標的DNAに２種類の隣りあった遺伝子断片が結合す

る。さらに、正常な配列であった場合、耐熱性DNAリガーゼによって隣り合う遺伝子断片

が連結するが、１塩基でも異常があった場合は連結しない。この一連の反応を繰り返すこ

とによって、正常DNA配列の場合、遺伝子断片の連結産物が指数関数的に増幅されるが、

異常DNA配列は増幅されない。 

 本法では 94−99℃の加熱で 2 本鎖 DNA を１本鎖に解離させる必要があるため、このよう

な高温でも失活しない DNA リガーゼが求められていた。従来の DNA リガーゼは 95℃で 60

分間保つと活性は半分に低下し、効率が大きく低下することが避けられなかった。 

 LCR法は遺伝子増幅技術の１つであるが、その中での特徴は、以下の２点である。 

（1）特異性が高いため、遺伝子配列の１箇所の変異を検出することができる。隣接する遺

伝子断片の末端が、標的DNAと完全に相補的な場合にのみ連結反応が起こり、この産物を

鋳型にして正常なDNA増幅が起こる。一方、二つの遺伝子断片の末端の境界部位に１塩基

でも異常があると、連結反応は起こらず、異常なDNAは増幅しない。このことによって両
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者が明確に区別でき、異常なDNAの診断が可能である。 

（2）もう一つは、感度が高いことである。従来の核酸増幅法であるポリメラーゼ連鎖反応

（PCR）では、30 サイクル以上の温度サイクリングを行うと非特異的な核酸を増幅してノ

イズになる場合があるが、LCR法では50〜70サイクルにおいても特異的な核酸増幅が可能

である。従って微量な試料でも、誤ることなく解析、分析することができる。 

 b. LAMP法 Loop-Mediated Isothermal Amplification 

 2本鎖 DNA、6つの領域を認識する4つのプライマー、鎖置換型DNA polymerase、基質等

を同一容器に入れ、一定温度（65℃付近）で保温することにより、検出までを1ステップ

の工程で行うことができる。増幅効率が高く、DNAを 15分〜1時間程度で109〜1010倍に

増幅することができ、その極めて高い特異性から、増幅産物の有無で目的とするDNA配列

の有無を判定することができる。 

 LAMP法の特徴のひとつは「一定の温度でDNAを大量に複製できる」点である。また、１

時間あたりのDNAの増幅量（DNAをコピーできる量）をPCR法と比較した場合、100〜1000

倍多い( 大約10マイクログラム)としている。これは、血液などで遺伝子診断などを行う

際、微量なDNAから遺伝子を検出する場合には有益である。  

 LAMP法は、DNAの端に付けたループ状のプライマーを起点にして、ジグザグを書く様に

連続的に反応させDNAを複製する。  

 LAMP 法が DNA 大量増幅を実現した原理は、DNA 合成の出発点となるプライマー（DNA 合

成の始点になる分子）がループ構造をとることによる。この構造により連なったDNA断片

が形成され、連続的な複製が可能になる。この方法はPCRの原理とはまったく異なる。そ

のため、ロシュ社が特許を持つPCRの特許・ライセンス料支払いを回避できる。  

LAMP法利用への問題点 

 臨床検査・診断で重要な点は、操作の容易さ、再現性、特異性である。操作の容易さと

いう点では、一定温度で反応を行ない、DNAを大量に増幅できるLAMP法は適しているとい

える。また、PCR のような複雑な操作を自動化する専用の装置が不要な点も利点である。

再現性については今後の検討が必要であろう。 

 特異性には問題がある。例えばPCR法を用いた場合、特異性を高めるためにプライマー

のデザインを工夫したり、アニーリング温度を調整することにより、目的のDNAだけを増

幅するように条件設定する。LAMP法の場合、DNA合成酵素の至適温度により60〜65℃の比

較的狭い範囲で温度調整を行なわなければならないが、４種のプライマーを用いることに

より、その特異性を高めている。  
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 ポストゲノムと言われるSNP（DNA一塩基多型変異）の検出に用いる場合、特異性に加え

忠実性という点も特に考慮しなくてはならない。たった一点の変異を検出するには、一点

のミス合成も許されず、DNAの合成は元の鋳型DNAに完全に忠実に再現する必要がある。 

 PCR 法に用いる DNA 合成酵素は、忠実性の向上を目指して次々に改良されている。対す

るLAMP法では、効率よく増幅できるDNA合成酵素に制限があるため、今後の改良が必要と

される。  

 研究現場へ LAMP 法による遺伝子増幅法が普及するには、遺伝子組換え操作に用いる場

合、ループ状のプライマーを切断する必要があり、効率よく増幅できるDNAの長さに制限

がある点をどのように解決するかなどの問題がある。  

 PCR法が広く受け入れられた理由として、応用範囲の広さがある。LAMP法のように日本

発の技術がこれからも多く産まれることが望まれ、その技術力を日本は有している。その

鍵は、ポストゲノムの時代に必要になる技術は何か、的確に捉えて実現を目指し、それを

育てられるかどうか、であろう。 

 LAMP法は 適なプライマーをデザインできると、遺伝子診断に非常に有用である。しか

し従来のPCR法を超えるには、まだ解決しなければならない課題がある。  

 c. ICAN (Isothermal and Chimeric primer-initiated Amplification of Nucleic 

acids)法 

 等温遺伝子増幅法の一つで、超微量に存在する DNA を、PCR 法と同等以上の感度で、し

かも等温で増幅・検出することができる。反応系をスケールアップできる利点を用いて、

工業的スケールでのDNA断片の大量生産等の応用が可能となる。 

 長さが4キロベースくらいまでのDNAの任意の領域を、５０℃〜６５℃の一定温度で増

幅することができる。従来PCR法だけで行われてきたエイズ等の感染症の遺伝子診断など

に応用できる 

 RNA (3'側)と DNA (5'側)からなるキメラプライマー 

 鎖置換型DNA合成酵素(BcaBEST DNAポリメラーゼ) 

 DNA-RNA ハイブリッド部位を切断するリボヌクレアーゼ(RNase H) 

 基質のデオキシヌクレオシド3リン酸 

の 4つの成分を用い、DNAの任意の領域を、50℃〜65℃の一定温度で増幅する方法である。 

ICAN法によるDNAの増幅は、以下のようなメカニズムによって起こる。 

ステップ1 : 鎖伸長反応 

 塩基配列の情報に基づいて合成された一対のキメラプライマーが、鋳型DNAの特定の部
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分にアニールし、その3'端よりDNA鎖が伸長する。 

ステップ2 : 鋳型交換反応 

 上流側と下流側から伸長してきた両鎖がある割り合いで元の鋳型から離れ、その3'部分

で伸長鎖同士アニールする。このアニールした伸長鎖同士がさらに伸長して二本鎖の反応

中間物が形成される。 

ステップ3 : 切れ目導入反応 

 反応中間物のキメラプライマーに由来するDNA/RNAハイブリッドのRNA側に RNase Hが

作用して、RNAを含む片方の鎖のみ切断して切れ目を導入する。 

ステップ4 : 鎖置換反応 

 この切れ目の部分から鎖置換型DNA合成酵素により鎖置換反応が起こる。 

ステップ5 : 鋳型交換反応 

 さらに、ある割り合いでステップ2と同様に鋳型交換反応が起こって、反応生成物と反

応中間物ができる。 

ステップ6 : 鋳型交換反応 

 反応中間物よりステップ2およびステップ5と同様な鋳型交換反応がある割り合いで起

こる。そして、反応中間物の生成が主に繰り返される連鎖反応が生じ、結果として2つの

キメラプライマーによって挟まれた領域が特異的に増幅産生されることになる。  

大別して２つの領域での応用が考えられる。 

 一つはPCR法と同様の感染症診断領域である。大腸菌O-157ベロ毒素遺伝子、ボツリヌ

ス菌毒素遺伝子、ヒト K-ras 遺伝子、アデノウイルス、C 型肝炎ウイルス、パピローマウ

イルス、菊わい化ウイロイド等のターゲットに対して、PCR 法と同等以上の検出感度が得

られることが確認されている。ICAN法は、PCR法とは異なって一定温度で反応させること

が出来るため、高価な温度サイクル装置が不要で、大量の検体を高速で遺伝子診断できる

システムの組み上げが容易なので、安価で、しかも精度の高い遺伝子診断ができる。感染

症診断だけでなく、遺伝子組換え食品の検査などへの応用も可能である。 

 もう一つの応用領域は、工業レベルでのDNA断片の製造である。ICAN法は、一定温度で

反応することから、単に反応槽を大きくするだけで容易に生産量のスケールアップを図る

ことができる。ICAN法で得られる増幅産物の収量も、PCR法を用いた場合よりも５倍〜１

０倍多くなる。ICAN 法を用いることにより、現時点で約 600 塩基対の長さの DNA 断片を

0.3mg/mlの濃度にまで増幅できることが確認されている。プライマー等、反応系の成分濃

度を高めることによって、更に高い収量を得ることも可能と考えられる。 
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   d． UCAN 法 

 遺伝子多型の一種 SNP（Single Nucleotide Polymorphism：一塩基多型）の新規タイピ

ング方法である。ポストゲノム時代にSNPの解析が医療においても重要であると考えられ

ている。各個人の薬剤代謝酵素遺伝子のSNPに応じた薬剤投与方法を考える必要がある。

同時に簡便なSNPタイピング法の開発が必要となってきた。 

 UCAN 法の特徴は、RNA を DNA が両側からはさんだ型の DNA-RNA-DNA プライマー（DRD プ

ライマー）の3'末端のDNAを化学変化させて（「カギ」をかけておくと表現する）、DNAポ

リメラーゼによる鋳型DNA鎖の伸張が起こらないようにする。 

次に、一塩基変換が起こっている可能性のある塩基部分に、RNA 部分が結合するように設

計した DRD プライマーと鋳型 DNA を対合させる。DRD プライマーと鋳型が完全にマッチし

ている場合のみRNaseHにより、対合したDRDプライマーのRNA部分が切断される（「カギ」

が解けるという）。この切断によって 3'末端が新しく出現するので DNA ポリメラーゼによ

る伸長反応が進み、鋳型 DNA が増幅される。一方、DRD プライマーと鋳型 DNA がその場所

でマッチしていない場合、つまりSNPが存在するときは、RNaseH が DRDプライマーを切断

しないので、DNA増幅が起こらない。 

 この原理はICAN法の変型で、標的のDNAに「化合物のカギ」をかけておき、SNPがない

時には「カギ」があき、SNPがある時には「カギ」があかないようにしたのがUCAN法であ

る。すなわち、UCAN 法は DRD プライマーの選択によって、SNP が存在する場合は鋳型 DNA

の複製が起こらず、SNP が存在しない場合は鋳型 DNA の複製が起こる、という明解な相違

でSNPの有無を判定することができる。 

 癌遺伝子の1つであるヒトc-Ki- ras遺伝子と薬物代謝酵素のチトクロムP450ファミリ

ーのCYP2C19 遺伝子を用い、ヒトゲノムDNA 10ng から 1時間の反応で、目的のSNPタイプ

を特異的に検出可能であることが証明された。また、UCAN法を応用して個人識別のデータ

をとることも容易にできる。 

 UCAN法は、特別な機器を必要とせず、迅速に大量のSNPのタイピングが可能であり、SNP

診断目的、個人識別目的などに有効で、今後大いに活用されるものと期待されている。 

 以上バイオテクノロジーの進歩とそれに関わる機器の進歩について、特に生物兵器と関

わりをもつと思われるものを述べてきたが、この数年間の進歩は著しい。ここに記載され

たものですべてを尽くしているわけではない。今後注目されるべきもので記載もれになっ

ているものもある。これらについては更なる機会に記述できれば幸いである。 
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５ 輸出管理面から見た問題点 

 （１） 生物兵器禁止条約（BWC） 

 生物兵器と化学兵器に関して、1928年に発効した、毒ガスや細菌を戦争に使用すること

を禁止する「ジュネーブ議定書」がある。これは、第１次世界大戦のヨーロッパ戦線にお

いて毒ガスが大量に使われたことがきっかけとなったものである。しかしこの議定書には

それらの兵器の開発、生産や取引を管理する規定がなかったので、1975年に、生物兵器に

ついて開発、生産、貯蔵を禁止する「生物兵器禁止条約」（BWC）が制定された。 

 これらの条約を実効あらしめるための輸出管理についての国際的な協議は、オーストラ

リアの提案により 1985 年から行われ、1991 年５月に、化学兵器についての原料と製造に

使用できる機器や技術の輸出に法規制の網をかぶせることに合意した。生物兵器について

も、同じような輸出規制についての協議が進められている。これは「オーストラリア・グ

ループ」（AG）と呼ばれており、日米を含めた38カ国が参加している。しかし下記のよう

な問題点が指摘される。 

 BWCは化学兵器禁止条約（CWC）と異なり、締約国による条約の遵守状況を確認するため

の検証規定が無く、従ってCWCにおける化学兵器禁止機関（OPCW）のような独立した実行

機関も存在しない。違反国に対する制裁も取り決めてない。 

 BWの廃棄につき、その具体的な方法、期限、検証等に関する規定がない。その理由とし

て、化学兵器と異なり、生物兵器はこれまで戦闘用の兵器として使用されたことがほとん

ど無く、将来使われることになる前に歯止めをかける意味合いが強かったことによる。 

 BWC は規制すべき生物剤・設備につき、具体的に列挙していない。このような欠陥は当

初から論議の対象となっているが、いまだに結論がでていない。条約参加国の中にも生物

兵器の研究、開発、備蓄などの禁止義務を遵守していないところがあると考えられている

が、実証されていない。中国、イラン、リビア、北朝鮮、パキスタン、シリア、台湾など

が生物兵器を入手しようとしているか、すでに保有していると指摘されている。イラクと

南アフリカはBWC違反を認めている。最悪の違反国は旧ソ連である。大掛かりな生物兵器

の開発と製造を行ってきたが、ロシア政府は1972年にすべての攻撃的生物戦争活動をやめ、

保管しているものはすべて破壊すると宣言したが、現在ある三つの軍の生物研究施設への

外国人の訪問を許可しないので、いまだに生物戦争計画が継続されていると疑われている。 

 このことは現在153カ国が加盟しているBWC加盟国をさらに増やしていく努力し、生物

兵器保有の志向を低下させることは必要ではあるが、果たして有効な手段となるかについ

ては疑問のあるところである。 
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 （２） オーストラリア・グループ（AG） 

 AG は BW に関しては生物兵器関連生物剤（人、動物、植物に対するウィルス・毒素等）

109種、同製造設備7品目、及び関連技術を規制対象としており、38カ国およびEC（欧州

委員会）が参加しているが、一種の紳士協定に基づく枠組であり、法的拘束力は有してい

ない。しかしこれ以上規制品目を増やしても規制の有効性が高くなるとは考えにくい。 

 生物兵器の輸出管理で問題となるのが、生物兵器関連資機材のデュアルユース性である。

つまり民生研究用資機材との境界の不明確さにある。生物兵器の拡散防止を行おうとした

場合、民生研究との差がきわめて小さいことが最大の難関である。現代の生命科学研究は、

その研究課題や研究設備をもって医学研究か生物兵器化学研究かを識別することは困難で

ある。表面的には、一般の予防医学研究と、小規模な軍事研究との差がきわめて見分けに

くい。 

 化学兵器の生産、貯蔵、使用の禁止には実効性を高めるために、関連産業施設への通常

査察および抜き打ち査察（チャレンジ・インスペクション）の制度があるが、生物兵器に

関しては、機資剤のデュアルユース性のため査察が困難である。特に先進国では、査察に

よるバイオテクノロジーの先端技術の漏洩を嫌って、査察の受け入れに消極的である。 

 というのも、バイオテクノロジーはこれから極めて重要な産業の一つとなることが予想

されるからである。バイオ産業で優位を占めることは大きな経済上のメリットを有し、特

許料だけでも膨大になると思われ、国家間の競争も熾烈である。IT産業と共に国家の運命

をも左右し兼ねないものである。国際的な議論を行い、国際合意を形成しハーモナイジン

グを行うことが必要である。 

 近年、生物兵器は国家対国家の対立で戦略的または戦術的に使用されるということより

も、小規模なテロリストによるバイオテロで使用されることが問題であると思われるよう

になった。そのためAGの規制も基準値が下げられている。例えば培養槽は容量20L以上を

規制対象とするようになった。しかしこの数字がどの程度有意であるかは疑問がある。10L

のものを2つ用意すれば大した違いはないと思われる。また規制された109種の病原体の

選択の基準も、一般論としては妥当であると考えて良いようであるが、いまひとつ明確で

ない。 

 （３） 研究者の倫理 

 生物兵器の不拡散・不使用は、病原微生物や生物毒の管理や研究設備の規制だけでは、

実現不可能である。同時に、個々の研究者の心の内側に規範感覚を育まなくてはならない。

21世紀における広義の安全保障の観点からも、日本の科学界は、理性的な職能集団の名誉
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と責任において、「生命科学の研究とその成果は医療と人類福祉のためのみにあり、生物兵

器開発には関与しない」と対外的に宣言すべき時にきている。このような倫理原則を職業

倫理として再確認すると同時に、高等教育に組み込む必要がある。研究者の倫理の養成と

確立が早急に求められている。 

 （４） 規制のあり方 

 基本原則には（１）国際的な核、生物兵器、化学兵器不拡散条約に沿った厳格な輸出管

理制度の導入（２）輸出許可の審査に、物資の最終購入者の確認や国際条約、国際機関で

の規制を適用することで、迂回輸出のリスクを回避（３）アジアでの効果的な輸出管理を

促進するため、専門知識、行政経験を各国間で共有−−の項目を盛り込むことが必要である。 

 具体的には、民生用の品目であっても国際的な枠組みで合意された兵器関連品目の輸出

の際には管理当局の許可を必要とする「リスト規制」や、大量破壊兵器の開発に用いられ

る恐れのある品目に輸出許可を義務付ける「キャッチオール規制」を各国の法制度に位置

づけるよう求められる。 

 急速なバイオテクノロジーの進歩に対応できる生物兵器抑制のシステムの構築を考えて

いかねばならない。 
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６ 終わりに 

 本文でも強調したように、生物兵器の動向はその国のバイオテクノロジーのレベルに

大きく左右される。近年のバイオテクノロジーの著しい進歩は著しく、その技術は全世

界に拡散していきつつある。それはあたかも IT 技術が短期間の間にアジアでレベルア

ップしたことの再現である。このことは生物兵器に関わる技術も容易に拡散することを

意味している。その滔々たる流れを押止めることはもはや不可能である。このような現

実を踏まえた上で、生物兵器は開発しない、使用しないあるいは開発させない、使用さ

せないことを、全世界が強い意志をもって協調しあわなければならない。しかし実際に

はうまく機能しているとはいい難く、対処が十分であることには疑問があると考えられ

ている。 

 上記の観点から最新のバイオテクノロジーを中心にして、生物兵器に関わる資材や機

材の開発動向について、記述し考察した。しかしバイオテクノロジーは広範にわたって

おり、その全てを書き記すことは不可能であった。やはり核酸（DNA および RNA）関

係のものが中心となり、蛋白質関係は省略されたものが多くなった。これは核酸の検出

感度に比べて蛋白質の検出感度は現在のところ、百分の一程度であることにもよる。 

 しかしヒトゲノム解読をきっかけに、ポストゲノム時代に突入した現在蛋白質関係の

技術の進歩からも眼が離せないことは云うまでもない。またこれからは最も注目しなけ

ればならない分野であることは間違いない。多くの新しい技術の進歩が恐ろしいほどの

速さで見られることが期待されている。 
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Ⅱ．テロリストに使用されうる病原体の研究 
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緒言 
本文書は僭越ながら筆者が CISTEC（安全保障貿易情報センター）のために編集／執筆する

こととなった 4 回目の年次報告書である。2002 年初頭の第 1 回報告書は筆者の同僚である Dr. 
Robert Taylor が作成し、タイトルは「核拡散諸国およびテロリストグループによる生物兵器戦争や

テロに使える病原体の種培養やデュアルユース（軍用・民用）の機器の取得を防止するために工業

先進諸国国際共同体が用いる対策」であった。2003 年初頭の第 2 回報告書は、テロ目的で使用され

うる先端バイオテクノロジーをとり上げた。2004 年初頭の第 3 回報告書はデュアルユースの機器お

よび材料の問題をとり上げ、今回、2004 年末の第 4 回報告書はテロリストにより工業先進国で人

間、動物、植物集団への攻撃に使用される可能性のある病原体の包括的リストを示す。 
 この最新の報告書は、国内外の省庁機関がこの数年間に「生物学的脅威因子」と呼ばれるも

のの名称を記載したリストを作成してきたため、タイムリーなものとなる。当然のことながら、自

然界に存在し、自然の力によりいつでも活性化し、世界中の人間、動物、植物集団に大惨事をもた

らす可能性のある何百種類もの病原体がある。しかし、これらの病原体のうち大部分は、様々な理

由から、生物兵器の開発を望む者にとって関心が無いことだろう。例えば、もたらす死亡率が容認

できないほど低いものもあれば、自然界から取り出すことが困難なものもあり、他にも生育が困難

なもの、などがある。そこで「生物学的脅威因子」という用語が意味することは、リスト記載の因

子は生物兵器（BW）やバイオテロリズムにとって有望である可能性があるために、特に脅威とな

るということである。 
 米疾病予防センター（CDC）は、人間に対して特別な脅威となるとみなされる生物学的因

子の名称を記載したリストを作成したおそらく最初の機関である。このリストは 2002 年にすでに完

成していた 1。このリストには A、B、C の 3 つの因子カテゴリーがあり、カテゴリーA は最も危険

とみなされる病原体の名称、カテゴリーC は脅威が最も低いとみなされる病原体の名称を含む。こ

のリストは本報告書に含まれるヒト病原体の基盤となる。その重要性により、このリスト全体を添

付資料 1 に転載する 2。読者は CDC が示す、各病原体をカテゴリーA、B、C の因子に指定した理由

に特に注意を払って頂きたい。 
 米農務省（USDA）は政府行政機関により、CDC のものと同様の、動物および植物の病原

体のリスト作成を依頼された。これは数多くの理由から、同省が極めて困難と認めた任務である。

USDA はついに、「動物や植物の健康に重大な脅威となる可能性があると判定された生物学的因子

と毒素の初回リスト」を作成し、これは 2002 年に連邦公報(Federal Register)に発表された。この発

表は重要であり、またこのリストは本報告書に含まれる動物および植物病原体の基盤となるため

に、添付資料 2 に全体を転載する。この発表の参考資料に国際獣疫事務局(World Organization for 
Animal Health、旧 International Office of Epizootics)が作成した動物病原体リストが含まれている点に

注目することが重要である。国際獣疫事務局により作成されたこの病原体リストについては本報告

書で後述する 3。 
 本報告書は次いで、日本や米国など工業先進国で人間、動物、植物への攻撃にテロリストが

使用する可能性のある病原体について述べ、考察する。これらの記述や考察の情報源は全て西側諸

国・国際機関からのものである。比較用に、添付資料 3、4 としてロシアの著者が発表し、バイオテ

ロリズムに関するこの国の懸念をとり上げている 2 件の報告書を含めた。これらの報告書は拡散防

止センター（CNS）により、非公式に翻訳され、今日まで、同センター外で英語での発表は行われ
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ていない。お分かりのように、ロシア人も西側諸国と同じく多くの懸念を抱いているが、彼らの国

へのバイオテロの脅威に対する対策計画はそれほど進んでいない。 
 CDC、USDA、国際獣疫事務局その他によりリストに挙げられた個々の生物学的脅威因子に

関しておびただしい情報がある。しかし、本報告書の目的は、読者が手にとりやすい参考書とし

て、テロリストが使用する可能性のある病気や病原体を素早く調べられるようにすることにある。

そのために、本報告書は 5 つの部分に分かれている。すなわち、(1) テロリストが関心をもちうる人

間の病気、(2) テロリストが関心をもちうる動物の病気、(3) テロリストが関心をもちうる植物の病

気、(4) 索引、(5) 添付資料、そして(6) あとがき、である。調べやすいように、全ての病気はそのセ

クション内でアルファベット順に記載されている。ある病気や病原体を調べたい場合、索引でアル

ファベット順にページ番号と併せて記載されているのが見つかる。 
 各病気の記載事項は次の通りである。 
 
1. 疾患名 
2. その病気を誘発する病原体の名称 
3. その病気の一般的別名または通称 
4. 病原体の説明 
5. その病気の症状の説明 
6. その病気の予防、治療、除染方法の説明 
8. テロリスト達がその病原体が兵器に役立つとみなす、あるいはみなさない理由の簡単な推測

（推測は米国、USSR（ソ連）およびイラクの生物兵器計画に関する筆者の知見に基づく） 
9. World Wide Web で簡単にアクセスできる重要な参考資料の簡単なリスト 
 
 添付資料は本報告書の内容を拡張し、詳細に説明するうえで役立つ。添付資料のリストは目

次に記載されている。 
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1. 生物兵器テロの可能性のある感染症 
 
 
1.1  疾患名：炭疽 
 
病原菌の科学名：炭疽菌（Bacillus anthracis） 
 
誘発される病気の一般名または通称：シベリア潰瘍、羊毛選別病、悪性膿疱 
 
病原体の説明： 

炭疽菌は地球上の広範な土壌に生息しており、温血動物の体内に侵入すると危険な病原体と

なる。好気性グラム陽性棹菌 4 である炭疽菌は研究室にある培養基や培地で 25～37℃の温度で簡単

に増殖する。乾燥や栄養不足などのストレスを受けると耐寒性芽胞に変容し、乾燥や極端な気温条

件のもとでも土壌で何日も何年も生存する。増殖に適した条件が戻ってくると、芽胞は栄養細胞に

再び変容して正常なかたちの生存を再開する。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

炭疽は通常、牛、羊、山羊、ラクダ、カモシカのような蹄のある野生動物や家畜にみられる

伝染病である。ヒトへの感染は、感染動物やその製品（皮など）との接触中に埃が運ぶ芽胞を吸入

した場合、あるいは感染動物の肉を摂取したり汚染表面と接触した場合に生じる。炭疽菌は風邪や

インフルエンザのようにヒトからヒトへ感染することはない。 
炭疽感染には 3 つのルートがある。皮膚、吸入、消化器官からの感染である。 
皮膚炭疽（皮膚）――皮膚感染が炭疽の最頻発感染ルートである。皮膚感染は感染動物の製

品（羊毛、骨、毛、皮など）との接触から生じる。この場合、菌は皮膚の創傷やちょっとしたかき

傷から体内に侵入する。最初の症状――接触から 2－10 日目――としては接触部位の痒みなどがあ

り、次に大きな腫れ物やただれとなって黒色の痂皮（かさぶた）が覆う。無治療の場合、感染はリ

ンパ節や血流を介して全身に広がっていく。 
肺炭疽（吸入）――芽胞の吸入から起こるまれな感染。肺炭疽の感染力価は ID50 8,000－

10,000 ときわめて高い。肺炭疽の初期症状としては、発熱、疲労、倦怠感、胸痛を伴う咳などがあ

る。高熱、速脈、重度の呼吸困難が 2－5 日目に続発する。無治療の場合、肺炭疽の致死率は約 90
％となる。症状は吸入から通常 3－7 日目に発現するが、60 日ほど経過してから症状が出てくるケ

ースもある。 
腸炭疽（消化器）――適切な調理をしていない感染動物の肉を摂取して感染することがあ

る。この感染ルートはロシアの一部の地域を除いて先進国ではごくまれである。摂取から 3－5 日目

に生じるとされている初期症状は、発熱、腹痛、水様下痢便、吐血などが一般的である。 
 炭疽の従来的な診断は、感染者から血液、皮膚病変、および／または呼吸分泌物の検体を採

取して、寒天培養する方法である。炭疽菌が検体に存在する場合、増殖 24－36 時間ではっきりと分

かるコロニーを形成する。確認のためさらに 24－36 時間培養をすることがある。患者血液をポリメ
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ラーゼ連鎖反応（PCR）法で特異抗体を検出する方法もある。PCR 法では 20 分ほどの短時間で検査

ができるが、技術レベルの高い技術者や高価な専用機器を必要とする。 
 
病気の予防、治療、除染方法： 
 米国ではワクチンが 1 種あるがその用途は限定されている。現在、軍関係者や職業的に菌と

の接触リスクがある個人（屠殺場の従業員、獣医師、研究所スタッフ、家畜の世話をする人間な

ど）の感染予防として使用されている。ワクチンの一般使用は本疾患がまれであることや有害事象

の可能性のため推奨されていない。 
炭疽菌には、ペニシリン、テトラサイクリン、シプロフロキサシンなど一般的な抗生物質が

有効である。しかし、第一選択肢とされる抗生物質はドキシサイクリンとシプロフロキサシンであ

る（最近の臨床試験からはシプロフロキサシンの有効性に疑問が出てきている）。治療効果は皮膚

炭疽で非常に高く、肺炭疽や胃腸炭疽でも感染の早い段階に治療を始めれば治療効果が高いことが

多い。 
 炭疽菌の芽胞を含有した可能性のある粉や動物製品と接触したときは石鹸と水で手をしっか

りと洗い、全身も石鹸と水で洗浄する必要がある。芽胞が付着した可能性のある衣服は脱ぎ、市販

の洗濯剤で洗う。万一芽胞を吸入し、吸入が検査で確認されたときは、適切な抗生物質の投与を 60
日間続ける。 
 炭疽菌の芽胞はほとんどの消毒薬に対して抵抗性があるが、2％グルタルアルデヒド・ホル

ムアルデヒド、5％ホルマリンには抵抗性が低い（一晩浸けておくことが望ましい）。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC では炭疽菌を脅威物質カテゴリーA に特定している。炭疽菌は 1969 年まで米国生物兵

器プログラムで兵器化されており、旧ロシアやイラクでも保有されていた。オウム真理教は毒性の

ある炭疽菌株の兵器化を試みたが、無毒性の Sterne 菌株であったことが後に判明した。しかし、炭

疽菌を利用したテロが発生している。2001 年 9―10 月、米国で炭疽菌の芽胞が郵送され、炭疽菌感

染者 18 名が確認されている（11 名が肺炭疽、7 名が皮膚炭疽）。肺炭疽患者のうち 5 名が死亡し

た。皮膚炭疽患者は全員生存している。 
 炭疽菌はテロリストにとって有用な病原体である。いったん培養をすれば簡単に芽胞を大量

生成できること、世界中の微生物バンクや研究室で培養できること、世界中いたるところに存在

し、芽胞は耐寒性であるため取り扱いが容易で散布したいところまで簡単に運べるためである。多

くの起炎菌とは異なり、炭疽菌の芽胞は極端な暑さや寒さ、紫外線、乾燥にも強い。しかし、政府

の支援なしにテロリストが毒性炭疽菌を調達することは難しいものと考えられている。 
 
情報源： 
CDC データ・http://www.bt.cdc.gov/agent/anthrax/index.asp 
Today’s Online Textbook of Bacteriology：http://textbookofbacteriology.net/Anthrax.html 
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1.2.  疾患名：ブルセラ症 
 
病原菌の科学名：ブルセラ属（Brucella）に属する B. abortus、B. melitensis、B. suis   
 
誘発される病気の一般名または通称：波状熱、バング熱、マルタ熱、地中海熱 
 
病原体の説明： 

ブルセラ病は世界各国で発症が認められており、米国では西側地域に多くみられる。報告症

例の多くがカリフォルニア、フロリダ、テキサス、バージニアからのものである。 
ブルセラ属は小さな好気性グラム陰性の球菌もしくは棹菌である。対のかたち、あるいは短

鎖状の特異な形状をとっている。本細菌は特殊な培養条件下でしか発育しない。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

ブルセラ症は人獣共通感染症の一種であり簡単にヒトに感染する。感染した場合、3 つのタ

イプのいずれかのかたちをとる。急性タイプ（発症から 8 週間未満）では特別な所見はなく、発

熱、発汗、倦怠感、食欲不振、頭痛、筋肉痛、背痛など「感冒様」症状を示す。波状タイプ（発症

から 1 年未満）では発熱後に平熱期を繰り返すほか、関節炎や男性では精巣炎の症状が現れる。神

経系症状が感染者の 5％程度に突如発現するとされている。慢性タイプ（発症から 1 年以上）の症

状としては、慢性的疲労感、うつ、倦怠感などがある。致死率は 2％未満である。 
ブルセラ症の診断は患者血液中あるいは骨髄中の病原体の有無から判断する。血液検査で抗

体検出を行うこともある。血液検査の場合は検体を 2 度採取する。1 度目は発症時、2 度目は発症 2
週間後に行う。 
 
病気の予防、治療、除染方法： 

米国においてはブルセラ症の認可ワクチンはない。5 実験的ワクチンの開発が進んでいて現

在臨床試験が行われているが、市場にはまだ出ていない。ブルセラ症の治療としては一般的な抗生

物質が有効である。しかし、ブルセラ菌は宿主の細胞内にてのみ増殖するため、抗生物質が届きに

くい。そのため、症状消失まで抗生物質投与が数週間から数ヶ月続くことになる。 
ブルセラ属は、1％次亜塩素酸ナトリウム、70％のエタノール、ヨード／アルコール溶液、

グルタルアルデヒド、ホルムアルデヒドなど多くの消毒薬に抵抗性が低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC ではブルセラ属をカテゴリーB に特定している。1969 年まで米国生物兵器プログラム

は B. suis を兵器化物質のひとつとして開発を進めていた。旧ロシアでもブルセラ属を生物兵器とし

て開発していたが、どの程度開発が進んだか明らかになっていない。しかし、生物兵器テロの目的

においては、テロリストのブルセラ属への関心はあまり大きいものではないと思われる。その理由

としては、生成・増殖が難しいこと、散布方法がおそらく食品や飲み物への混入に限られており、

標的集団の死亡率が危険を冒す価値があるほど高くないことが挙げられる。 
 
情報源： 
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CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/brucellosis-t.htm 
 
 
 
1.3.  疾患名：コレラ 
 
病原菌の科学名：コレラ菌（Vibrio cholerae） 
 
誘発される病気の一般名または通称：  
 
病原体の説明： 

コレラはアフリカやアジアの多くの開発途上国、特に衛生条件が整っていない国で発症して

いる。1991 年以降ラテンアメリカの地域にて爆発的な流行が起きている。米国では南米から持ち込

まれたケースがいくつか報告されている。 
コレラ菌は好気性のグラム陰性棹菌である。栄養培地で容易に増殖する。コレラ菌が混入し

た食品や水の摂取から感染する。突発的流行では感染者の糞便が汚染源であることが多い。適切な

下水設備が整っておらず、汚染水を飲料水として利用する、あるいは汚染水域から採った魚介類を

食べる地域では瞬く間に広がることがある。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

コレラの潜伏期間は数時間から 5 日と幅があるが、通常 2―3 日である。コレラ菌感染者の

ほとんどは特に症状がないか、あっても軽度の下痢程度である。しかし、20 人に 1 人は激しい水様

の下痢、嘔吐、下肢痙攣を特徴とする重度の症状を示す。こうした症状の場合、体液の急激な喪失

から急速に脱水およびショック症状が出てくる。無治療の場合、数時間で死亡することもある。 
コレラの診断は患者糞便中のコレラ菌検出にかかっている。臨床検査ではコレラ菌の分離・

検出がほぼルーティンとなっている。24－36 時間で検出される。 
 
病気の予防、治療、除染方法： 

米国では承認を受けているワクチンとして Wyeth-ayerst 社製のものがあるが、その製造は中

止されている。短期間かつ不完全な免疫性のため推奨されなかった。米国以外では承認を受けて流

通しているワクチンとして Biotec AB 社の Dukoral、Berna 社製の Mutacol などがある。 
コレラは、下痢のために喪失した水分・ナトリウムを速やかに補給すれば簡単に症状が消失

する。治療としては経口輸液のかたちをとることが多い。補水液パック（糖分と塩分を水で溶かし

たもの）の大量経口摂取が最も一般的な方法である。このタイプの補水液が世界中で利用されてい

る。重症例では静脈輸液が必要となる。速やかに補液療法を行えばコレラの致死率は 1％未満であ

る。抗生物質としてはテトラサイクリンが第一選択肢とされており、症状経過を短縮し、疾患の重

度を下げるとされているが、適正な補液が治療の根本方針である。 
 コレラ菌は、70％のエタノールやヨード溶液、2％グルタルアルデヒド、8％ホルムアルデヒ

ド、0.05％次亜塩素酸ソーダ、10％過酸化水素など多くの消毒薬に抵抗性が低い。 
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病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC ではコレラ菌をカテゴリーB に特定している。しかし、他の食品・飲料媒介性病原体の

多くと同様に、テロリストのコレラ菌への関心はあまり大きいものではないと思われる。その理由

としては、たとえ首尾よく食品・飲料に混入して散布しても、適切な給水条件・衛生施設が整って

いる国では効果がないことが挙げられる。また、コレラ菌散布が成功して多数が感染しても致死率

がきわめて低いことも挙げられる。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/cholera-g.htm 
Today’s Online Textbook of Bacteriology：http://textbookofbacteriology.net/cholera.html 
 
 
 
1.4  疾患名：クリミア・コンゴ出血熱（CCHF） 
 
病原菌の科学名：ブニヤウイルス科（Bunyaviridae）、ナイロウイルス属（Nairovirus）のウイルス

（表 1 参照） 
 
誘発される病気の一般名または通称：中央アジア出血熱 
 
病原体の説明： 

CCHF は、クリミア西部、中央アジア、バルカン地方、イラク、アラビア半島、中国西部、

アフリカ熱帯地域、南アフリカで報告されている。近年ではイラン（パキスタン国境）を襲った大

流行が大きく報道されている。鳥および齧歯動物がウイルス宿主となっている。 
 CCHF の起因ウイルスはブニヤウイルス科、5 属の 1 つに属するウイルスである。ナイロウ

イルス属の 32 のファミリーはすべてヒメダニ／マダニ媒介性であるが、ヒトへの感染原となってい

るのは Dugbe／ナイロビ羊病ウイルス、CCHF の 3 種のみである。そのなかでも CCHF は最も注目

すべき病原体である。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

CCHF の潜伏期間は 5－6 日、最長 15 日である。初期症状としては、倦怠感、脱力、被刺激

性、頭痛、激しい疼痛、著しい食欲不振などがある。嘔吐、下痢が生じることもある。重症例の場

合、歯肉、鼻、肺、小腸からの出血があり、失血死につながることもある。致死率は 30％。発症か

ら 2 週目の死亡報告が多い。 
CCHF の疑いがある場合、診断はバイオセイフティの高い専用機器にて行わねばならない。

患者血清が診断に最適な検体である。血清中の IgG、IgM 抗体は酸素免疫抗体法（ELISA もしくは

EIA 法）にて発症 6 日目前後で検出される。IgM 抗体は最長 4 ヶ月検出可能である。IgG 抗体レベル

は低下するが 5 年間は検出可能である。 
 
病気の予防、治療、除染方法 
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CCHF のワクチンはない。抗ウイルス薬リバビリンを接触直後に投与すれば効果があるとさ

れている。CCHF 感染者の場合、対症療法が中心となる。バイタルサインおよび血液の集中監視が

必要に応じた血液成分輸血に不可欠である。 
CCHF ウイルスは、1％次亜塩素酸塩、2％グルタルアルデヒドに抵抗性が低い。 

 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC ではコレラ菌をカテゴリーC に特定している。CCHF ウイルスは噴霧というかたちで散

布される可能性があるが、テロリストにとって技術的に難しく、またウイルスは屋外では数分間し

か生存しないと考えられる。これらの理由から、テロリストが本病原体を兵器として調達する可能

性は低いものと思われる。 
 
情報源： 
WHO データ：http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/ 
 
 
表 1：ウイルスの科および属の一覧 
アレナウイルス科 ブンヤウイルス科 フィロウイルス科 フラビウイルス科 パラミクソウイル

ス科 
アルゼンチン出血

熱 
ボリビア出血熱 
 
ベネズエラ出血熱 

クリミア・コンゴ

出血熱（CCHF） 
エボラ出血熱 キャサヌール森林

病 
ヘンドラウイルス

病 

ラッサ熱 ハンタウイルス肺

症候群（HPS） 
マールブルグ出血

熱 
オムスク出血熱 ニパウイルス脳炎

リンパ球性脈絡髄

膜炎 
腎症候性出血熱

（HFRS） 
 ダニ媒介脳炎  

 リフトバレー熱 
 

   

 
 
 
1.5.  疾患名：クリプトスポリジウム症 
 
病原菌の科学名：クリプトスポリジウム・小型種（Cryptosporidium parvum） 
 
誘発される病気の一般名または通称：クリプト 
 
病原体の説明： 

クリプトスポリジウム症は、クリプトスポリジウム属の寄生性原生動物を原因とする下痢症

である。ひとりの感染者や１匹の感染動物の１回の糞便から何百万ものクリプロスポリジウム（小

型種）が外界へ排出される。病原体が口に入ると感染する。感染した場合、寄生体は小腸内で生息
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して糞便から排出される。寄生体は外殻で保護されているため、体外に排出されても長時間生存

し、塩素系消毒薬に非常に高い抵抗性がある。クリプトスポリジウム症は米国の最頻発水媒介性疾

患のひとつであり、飲料水や娯楽施設の水から検出されることがある。世界でも同様に広範な分布

がみられる。 
 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 
 クリプトスポリジウム症の潜伏期間は 2 日から 10 日（平均 7 日）である。最も一般的な症

状は水様下痢である。それ以外の症状としては、脱水、体重減、胃痙攣、胃痛、発熱、悪心、嘔吐

などが認められる。感染者のなかにはまったく症状の出ないケースもある。小腸が最頻発感染部位

であるが、小腸以外の消化器官や呼吸器官に影響が出てくることもある。正常な免疫系をもつ健常

者であれば症状は通常 1－2 週間で消失する。数日間症状に改善があったと思えば、また不調を訴え

るなど症状がサイクル化することもある。 
 本感染症の診断は臨床検査による寄生体の特定にて行われる。感染が疑われる患者は検査の

ため糞便を提出することになる。クリプトスポリジウム（小型種）の検査は難しく、熟練した寄生

虫研究者を必要とし、患者は数日間にわたって何度も糞便の提出を求められることが少なくない。

本病原体の検査は通常の臨床検査施設ではルーティン的に行われておらず、医療従事者は検体を然

るべき検査施設に送り、特殊な寄生体検査を依頼することになる。 
 
 
病気の予防、治療、除染方法 

標準的治療は確立されていないが、免疫系に問題のない大抵の健常者は治療なしに治癒す

る。下痢の症状がある場合は脱水にならないように水分の大量摂取が必要である。下痢による体液

の急激な喪失は特に乳児の生命を脅かすことになる。そのため補液が不可欠である。下痢止め薬は

下痢症状を軽減してくれるが、それ以外の効果はない。新薬ニタゾキサニドが、12 歳未満の健康な

子どものクリプトスポリジウム起因下痢の治療薬として承認されている。 
 クリプトスポリジウム（小型種）は、3％の次亜塩素酸塩やヨードフォア、5％ホルムアルデ

ヒドなどほとんどの消毒薬に抵抗性をもっている。5％アンモニア、10％ホルモル生食（ホルムアル

デヒドと塩化ナトリウム）、3％過酸化水素による長期処理（18 時間以上）で感染性は低下する。 
 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC ではクリプトスポリジウム（小型種）をカテゴリーB に特定している。しかし、テロリ

ストが本病原体に興味を示す可能性は低いと思われる。本病原体は一過性の疾患を引き起こすだけ

で、致死率がきわめて低いためである。調達が容易であることから、ごくまれにテロリストが本病

原体を利用して経済的損失（感染者の治療という観点からの経済被害）、人心の攪乱や公衆衛生へ

の影響を目論むことも考えられるが、このようなシナリオにはかなり無理があるように思われる。 
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情報源： 
CDC デ ー タ ： http//www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/cryptosporidiosis/factsht-cryptosporidiosis.htm#-
What-is-Cryptosporidium? 
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1.6.  疾患名：デング熱 
 
起因微生物の学名：フラビウイルス科（Flaviviridae）に属するデング熱ウイルス 
 
誘発される病気の一般名または通称：Bone-break 熱。ここではスペルアウトしています）、デング

出血熱（DHF）、デングショック症候群（DSS） 
 
病原体の説明： 

熱帯圏を常在地とするデング熱はヒト間で大流行をもたらすことがある。デング熱の病原ウ

イルスは 4 型――DEN-1、DEN-2、DEN-3、DEN-4――に分けられ、ヒトへはネッタイシマカの媒介

で伝染する。デング熱ウイルスの保有体として分かっているのは、ヒト、下等霊長類（チンバンジ

ー、アカゲザル、テナガザル、マカークザルなど）、カだけである。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

通常、感染カによる刺咬から 2－15 日後にデング熱の症状が出てくる。症状としては、激し

い頭痛、発熱、眼球後部痛、背痛、骨や関節の痛み、脱力感、倦怠感などが現れる。重症例の場

合、骨や関節の痛みがひどくなるため、本疾患は別名「break-bone 熱」とも呼ばれている。軽症例

であればまったく症状が出ないことがある。デング熱のもっとも重篤なケースがデング出血熱

（DHF）である。デング出血熱は、皮下出血、歯肉出血、月経過多等の出血傾向を特徴とする。激

しい出血が続き、失血によるショックをきたすことがある。このような病型をデングショック症候

群（DSS）と呼ぶ。特定のデングウイルス型、特に DEN-2 は他のウイルス型と較べて DHF や DSS
（以下まとめて DHF とする）の高い罹患率につながりやすい。DHF リスクが最も高いのは、以前

にある型のデング熱ウイルスに感染し、新たに別の型のデング熱ウイルスに再感染したケースであ

る。 
 デングウイルス感染の明確な診断には臨床検査が必要である。検査では病原ウイルスの分離

か特異抗体の検出を行う。病原ウイルスの分離の場合、出来るだけ早い時点、第 5 病日以内に血清

を採取する必要がある。血清学的診断であれば、症状発現 6 日目以降の回復期血清検体が必要とな

る。検体の対デング抗体を酸素免疫抗体法（ELISA）で検出する。この検出法の場合、患者から 2
回――急性期の検体と回復期の検体――採取する必要がある。採取後、検体は高い技術レベルを要

する本測定法ができる参考検査室に送ることになる。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

デング熱ウイルスのワクチンはない。現在ワクチン候補があるだけで、その安全性や有効性

は立証されていない。また、特定の治療法もない。つまり、デング熱の治療としては対症療法しか

ない。デング熱ウイルスは、70％エタノール、1%次亜塩素酸ナトリウム、2％グルタルアルデヒド

など一般的な消毒薬に抵抗性が低い。 
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病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC ではデング熱ウイルスをカテゴリーC に特定している。この低めの格付けはデング出血

熱ウイルスがカ媒介性であるという事実に基づくものであると思われる。媒介性物質がそうである

ようにデング熱ウイルスも生物兵器としての利用は難しい。すなわち、カを飼養し、デング熱ウイ

ルスに感染した血を吸わせ、感染したカを標的地域まで運んで放すというのは、ほとんど現実離れ

をしている。テロリストが上記のような苦労をわざわざしても攻撃が成功する保証はない。感染カ

が新しい環境のなかでストレスや適応不能のために死んでしまう可能性があるためである。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/dengue/dengue-hcp.htm 
WHO DengueNet：http://www.who.int/denguenet 
WHO データ：http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/ 
 
 
 
1.7.  疾患名：赤痢 
 
病原菌の科学名：志賀赤痢菌（Shigella dysenteriae） 
 
好発する疾患：細菌性赤痢 
 
病原体の説明： 

志賀赤痢菌は 1897 年に日本人科学者である志賀が発見した。赤痢菌は好気性グラム陰性棹

菌である。熱帯を中心に穏和な気候の地域に広く分布し、ときとして爆発的な集団多発をまねくこ

とがある。病原体は感染者の糞便から容易に検出され、ほぼどこでも入手可能な栄養培地で 37℃の

条件で簡単に増殖する。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

細菌性赤痢は、激しい痙攣、腹痛、血液や粘膜の混じった下痢便を特徴とする急性腸疾患で

ある。病原菌は腸の粘膜細胞に侵入し、腸管の細胞死や壊死をもたらす。志賀赤痢菌による細菌性

赤痢では致死率は 5－15％となっている。 
 
病気の予防、治療、除染方法： 

志賀赤痢菌に対するワクチンはない。通常、抗生物質の投与が行なわれる。現在の選択薬剤

は、アンピシリン、トリメトプリム／スルファメトキサゾール（Bactrim、Septra として知られてい

る）、ナリジクス酸、シプロフロキサシンである。適切な治療を行えば感染者の消化器官に生息す

る菌を殺すことができ、疾患経過が短くなる。しかし、耐性菌の数が急速に増えており、抗生物質

の使用はさらに耐性の強い菌を作っていることになる。軽症例は抗生物質投与なしに速やかに回復

する。感染した場合、特に患者が子どもであれば補液が重要となる。 
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志賀赤痢菌は、1％次亜塩素酸ナトリウム、70％エタノール（70％）、2％のグルタルアルデ

ヒド、ヨード、フェノール、ホルムアルデヒドなど多くの消毒薬に抵抗性が低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC では志賀赤痢菌をカテゴリーB に特定している。この格付けの理由は、本病原菌が途上

国に広く分布しており、テロリストにとって調達が容易であるためと考えられる。また、簡単に手

に入る培地や培養基で容易に増殖でき、汚染した食品や飲み物から簡単に散布することができるこ

とも挙げられる。しかし、本病原体を利用したテロが成功しても、栄養条件の整った地域では致死

率はきわめて低く、おそらく 1％未満と思われる。こうしたことから、テロリストが本病原体を有

効な生物兵器とみなすとは考えにくい。 
 
情報源： 
CDC 旅行勧告：http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/shigellosis-g.htm 
 
 
 
1.8.  疾患名：東部ウマ脳炎（EEE）熱 
 
病原菌の科学名：トガウイルス科（Togaviridae）、アルファウイルス属（Alphavirus）に属する EEE
ウイルス 
 
誘発される病気の一般名または通称： 
 
病原体の説明： 

EEE ウイルスは米国にみられる風土病で最頻発地域はミシシッピ州西部である。致死率が高

いことから米国では深刻なカ媒介性疾患のひとつとされている。EEE の頻発が報告されているの

は、フロリダ州、ジョージア州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州である。EEE ウイルス

は西部／ベネズエラウマ脳炎ウイルスと類似性が強い（これらウイルスについては以下で紹介す

る）。 
EEE ウイルスは鳥類およびカを宿主とする。そのため、EEE 感染サイクルが鳥とカの間で生

じる。数種のカが EEE ウイルスを保有するが、感染サイクルにて最も重要な役割をもっているのが

クリセタ・メラヌラ（Culiseta melanura）と呼ばれる種である。EEE ウイルスは感染カの吸血からヒ

トに感染する。ウマも EEE ウイルスに感染し、感染から死亡することがある。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

症状は、軽度感冒様から脳炎、昏睡、死亡までさまざまである。平均入院期間は 16－20 日

である。EEE 感染者のうち 35％が死亡する。発症から数日中に死亡するケースが多い。死をまぬが

れても感染者の 35％は神経障害を一生涯背負うことになる。つまり、EEE 感染者のうち完全回復が

できるのはわずか 10％前後である。本疾患は比較的まれであり、1964 年以降米国ではヒト感染例は

200 例の報告があるだけである。 
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EEE は節足動物媒介性ウイルス熱の症状から臨床診断が可能である。それでも、確定診断に

は抗体価測定による EEE ウイルスの血清学的特定が必要である。PCR や ELISA から EEE 遺伝物質

の特定をすることもできる。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

ヒト用抗 EEE ワクチンとして認められているものはない。IND^6 ワクチンは数種ある。特

定の治療法はなく、EEE の治療としては対症療法しかない。 
EEE ウイルスは、1%次亜塩素酸ナトリウム、2％のグルタルアルデヒド、ホルムアルデヒ

ド、70％エタノールなど多くの消毒薬に抵抗性が低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC では EEE ウイルスをカテゴリーB に特定している。しかし、テロリストが本病原体を

生物兵器として調達するとは考えにくい。カを飼養し、EEE ウイルスに感染した血を吸わせ、感染

したカを標的地域まで運んで放すというのは、ほとんど現実離れをしている。テロリストが上記の

ような苦労をわざわざしても攻撃が成功する保証はない。感染カが新しい環境のなかでストレスや

適応不能のために死んでしまう可能性があるためである。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/arbor/eeefact.htm 
Directors of Health Promotion and Education データ：http://www.astdhpphe.org/infect/equine.html 
 
 
 
1.9.  疾患名：腸炎 
 
病原菌の科学名：大腸菌（Escherichia coli）O157:H7 
 
誘発される病気の一般名または通称： 
 
病原体の説明： 

腸管出血性大腸菌は米国内外の動物から検出されている。日本や米国の大腸菌株による大規

模な食中毒発生がメディアで大きく取りあげられている。米国の年間の推定感染者数は 7 万 3 千で

61 名が亡くなっている。主要な原因食品は生かあるいは完全に火の通っていない牛挽肉である。そ

の他の感染源としては、発芽野菜、レタス、サラミ、未殺菌の牛乳やジュースなどがある。また、

汚染水のなかで泳いだり汚染水を飲んだりしても感染する。 
大腸菌は好気性のグラム陰性棹菌である。通常の培地や培養基で 37℃で簡単に増殖する。

大腸菌 O157:H7 株は、ヒトや動物の消化器系に普通生息するフローラと見分けがつかないため検出

が難しい。 
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病原体が誘発する病気の症状とその診断： 
大腸菌 O157:H7 は腹部痙攣や水様下痢を引き起こし、血性下痢となることもある。発熱や

嘔吐もみられる。少数ではあるが、感染から溶血性尿毒症症候群を経て腎不全となるケースもあ

る。ほとんどの感染者は 10 日以内に回復する。致死率は 1％未満で死因のほとんどが腎不全であ

る。 
大腸菌 O157:H7 の一番の確認法は感染者糞便からの検出である。しかし、米国の大多数の

研究所は糞便検体から検出した大腸菌の識別を行っていない。これら細菌の大部分が消化器系の正

常なフローラであるためである。それでも、臨床微生物研究者の間では、突然血の混じった下痢便

があったときには患者から糞便検体を採取して大腸菌 O157:H7 の検査をすべきであるという見解が

広がりつつある。この検査ではソルビトール・MacConkey 培地と呼ばれる分離培地で検体を培養す

ることになる。この検査をすれば確定診断を下しやすい。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

大腸菌 O157:H7 感染の予防ワクチンはない。抗生物質の投与は禁忌となっている。感染軽

減の証拠がなく、腎合併症の可能性を示唆する証拠があるためである。こうした理由から大腸菌

O157:H7 には対症療法以外の特定の治療法はない。 
EEE ウイルスは、1%次亜塩素酸ナトリウム、70％のエタノール、フェノール、グルタルア

ルデヒド、ヨード、ホルムアルデヒドなど多くの消毒薬に抵抗性が低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC では大腸菌 O157:H7 をカテゴリーB に特定している。サルモネラ菌（Salmonella）や赤

痢菌（Shigella）といった食品媒介性病原体と同様に、大腸菌も意図的に汚染された食品や飲料から

散布される可能性がある。しかし、テロリストが本病原体を有効な生物兵器とみなすことには疑問

がある。致死率が低いこと、そして他の食品媒介性病原体と較べて大腸菌 O157:H7 の調達はかなり

難しいことがその理由である。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/escherichiacoli-g.htm 
FDA データ：http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap15.html 
 
 
 
 
1.10.  疾患名：エボラ出血熱 
 
病原菌の科学名：フィロウイルス科（Filoviridae）に属するエボラウイルス 
 
誘発される病気の一般名または通称：アフリカ出血熱、エボラ病 
 
病原体の説明： 
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エボラ出血熱の病原体はエボラウイルスである。エボラという名称はウイルスを初めて分離

した感染者が住んでいたアフリカ・ザイール（現コンゴ）の村の川の名前である。ウイルスはフィ

ロウイルス科と呼ばれる 2 種の RNA ウイルスのひとつである（表 1 参照）。エボラウイルスには 4
つの亜型がある。4 種のうち 3 種――エボラ-ザイール、エボラ-スーダン、エボラ-アイヴォリーコ

ースト――にはヒト病原性がある。4 つめのエボラ-レストンはヒト以外の霊長類に対しては病原性

があるが、ヒトには病原性がない。エボラウイルスのアフリカの一部地域に棲息しているが、この

病原体の自然宿主はその生態学的地位（生物種が生息している特別な環境）のため不明である。そ

のため、これまでのところ自然界の宿主から分離されていない。それでも、ヒト組織や血液から採

取した相当数の検体が世界各国のセキュリティレベルの高い研究室に保管されている。 
エボラウイルス感染は急性である。ウイルス保有動物はこれまで特定されていない。ウイル

スの自然宿主が不明であることから、大流行の発端となったヒトにどのように感染したかは特定さ

れていない。研究者の間では感染者第一号が感染動物と接触したのではないかと推測している。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

エボラ出血熱の潜伏期間は 2 日－21 日である。発病は急で、発熱、頭痛、関節・筋肉痛、

喉の痛み、脱力感で始まり、下痢や嘔吐や胃痛が生じる。発疹、赤目、しゃっくり、体内外の出血

を呈する感染者もいる。エボラ出血熱の致死率は 50－90％である。 
暫定診断は上記症状を基に下される。しかし、確定診断を下すには抗原捕捉・酵素免疫抗体

法（ELISA）、IgM ELISA、ポリメラーゼ連鎖反応法（PCR）、ウイルス分離が必要となる。これら

検査は発病数日内に採取した組織や血液にて行われる。発病から何日も経った、あるいは回復期の

患者の検査には IgM、IgG 抗体の検査を行う。死亡例では免疫組織化学検査やウイルス分離や PCR
から診断を下すことができる。これらの検査はセキュリティレベルの高い研究所にて全身防護服を

まとった熟練科学者が行うことになる。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

エボラウイルスワクチンはない。エボラ出血熱には特定の治療法がなく、感染者に対しては

対症療法が行われているだけである。感染者の治療を行う医療従事者はあらゆる隔離対策を施し、

患者やその流出液等に直接接触しないようにする。 
エボラウイルスは、2％1％次亜塩素酸ナトリウム、2％グルタルアルデヒド、5％過酢酸、1

％ホルマリンに抵抗性が低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDCではフィロウイルス（エボラウイルスとマールブルグウイルス）をカテゴリーAに特定

している。エボラウイルスは旧ロシアの生物兵器計画にて研究が進められていたが、マールブルグ

ウイルスに較べて生物兵器として適用可能性がないことが判明した。マールブルグウイルスは実際

に兵器化されていた。オウム真理教は信者をアフリカに送り込んでエボラウイルス分離株の調達を

試みたが、成功しなかった。実際的な見地からみると、エボラウイルスがテログループにとって調

達・配備が非常に難しい病原体であることは明らかである。まず、エボラウイルスを保管している

研究施設はごくわずかであり、そのセキュリティレベルは非常に高い。自然界から株菌を採取する

ことは不可能である。唯一の可能なウイルス採取源はエボラ出血熱患者である。しかし、感染者は
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病院の特別施設に隔離されており、近づくことはできない。次に、エボラウイルスの調達は命がけ

の仕事であることが挙げられる。調達を試みるものが熟練かつ全身を防護服で固めたウイルス専門

家でない限り、調達はおそらく不可能である。3つめとしては、テログループがなんとかしてエボラ

ウイルス分離株を手に入れたとしても、どう扱うのであろう？このウイルスはどの動物でも宿主と

するわけではないため、増殖は難しい作業となる。おそらく、冷酷無比なテログループは1人の志願

者か捕虜に感染させることになるであろうが、ウイルスが外に漏れないように然るべき措置を取ら

ねばならない。そうした措置と取った場合、テログループは犠牲者から採取した組織を単離して、

粒子がかなり細かければエアゾール噴霧として散布する可能性がある。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mnpages/dispages/ebola.htm 
Directors of Health Promotion and Education データ：http://www.astdhpphe.org/infect/ebola.html 
 
 
 
1.11.  疾患名：鼻疽 
 
病原菌の科学名：鼻疽菌（Burkholderia mallei）（類鼻疽菌：Pseudomonas mallei） 
 
誘発される病気の一般名または通称：馬鼻疽、鼻疽 
 
病原体の説明： 

鼻疽菌は、アフリカ、アジア、中東、中央／南アメリカにみられる風土病である。米国では

最後の報告は 1945 年にあった。本菌はウマやイヌやヒツジなど多様な種のなかで増殖するが、ヒト

にも簡単に感染する。 
 鼻疽菌は好気性のグラム陰性棹菌で通常の培地や培養基で容易に増殖する。感染動物との接

触からヒトに伝播する。細菌は皮膚および目や鼻の粘膜表面から侵入する。先進国では獣医師や馬

の世話をする人間や研究所スタッフで散発的報告がある。 
鼻疽と類鼻疽（下記参照）は類似性が強い疾患である。いずれも同じような症状を示し、病

態生理的転帰も類似している。鼻疽と類鼻疽はこれまで米国を始めたとしたさまざまな国で兵器化

を目論んで研究をされてきたことから、注目すべき疾患である。世界第一次大戦時、ドイツ軍が東

部前線でロシア軍の馬やラバに鼻疽菌を散布したとされている。世界第二次大戦では日本軍が馬や

民間人や捕虜に感染させている。米国も 1993－1994 年に鼻疽菌の兵器化をめざして研究を進めてい

たが、最終的には兵器化を断念した。旧ロシアも鼻疽菌の生物兵器化をめざしていたとされてい

る。 
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病原体が誘発する病気の症状とその診断： 
鼻疽の臨床症状は病原体がどのように宿主に侵入したかによって異なる。感染症としては、

限局性の膿性皮膚感染、肺感染、血流感染、皮膚の慢性的な化膿性感染などがある。鼻疽の全身性

症状には、発熱、筋肉痛、胸痛、筋肉緊張、頭痛などがある。過剰な涙の産生、光に対する過敏

性、下痢なども報告されている。 
限局性感染：皮膚に切り傷やひっかき傷があってそこから細菌が侵入すると、1－5 日で侵

入部位に潰瘍を伴う限局性感染が生じる。リンパ節脹大もみられる。眼や鼻や呼吸器官の粘膜に感

染すると感染部位の粘液量が増える。 
肺感染：肺感染の場合、肺炎、肺膿瘍、胸水を呈することがある。胸部 X 線写真を撮ると肺葉に限

局性感染が認められる。 
血流感染：鼻疽血流感染は通常致命的であり、発症から 7－10 日で死亡することが多い。 

慢性感染：鼻疽の慢性型では四肢の筋肉や脾臓や肝臓の膿瘍が認められる。 
鼻疽の確定診断は、血液、痰、尿、皮膚病変からの本菌の分離による。現在のところ、血清

検査はない。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

鼻疽ワクチンはない。研究からスルファジアジンが実験動物やヒトの鼻疽管理に有効である

ことが分かっている。また、テトラサイクリン、シプロフロキサシン、ストレプトマイシン、ノボ

ビオシン、ゲンタマイシン、イミペネム、ceftrazidime、サルファ剤に対して感受性があることが判

明している。しかし、ヒト感染がまれであるため、鼻疽患者の抗生物質への臨床反応は明らかにな

っていない。 
鼻疽菌は、1％次亜塩素酸ナトリウム、70％エタノール、2％グルタルアルデヒドに抵抗性が

低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC では鼻疽菌をカテゴリーB に特定している。本菌は 1969 年以前の米国の生物兵器計画

で生物兵器として開発が進んでいた。鼻疽菌は本病原体を研究する科学者たちの間で院内感染を引

き起こすことがあることでも知られている。こうした理由からテロリストが本菌獲得に興味を示す

可能性がある。調達は難しいものではない。本菌はテログループが活動する地域に風土病として棲

息しているためである。テログループが鼻疽菌を手にした場合、生物兵器テロに必要なだけ簡単に

増殖できる。鼻疽菌をエアゾール噴霧するには多少の技術を要するが、汚染食品・飲料のかたちで

散布することはきわめて容易である。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/glanders-g.htm 
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1.12.  疾患名：ハンタウイルス病 
 
病原菌の科学名：ブンヤウイルス科（Bunyaviridae）に属するハンタウイルス 
 
誘発される病気の一般名または通称：腎症候性出血熱（HERS）、出血性ネフローゼ型腎炎、流行

性出血熱、韓国型出血熱、ハンタウイルス肺症候群（HPS） 
 
病原体の説明： 

ハンタウイルスは米国では齧歯動物を自然宿主とする。中国、韓国、日本、スカンジナビ

ア、独立国家共同体などでも齧歯動物を宿主に風土病として存在する。ハンタウイルスは、主要ア

ジア、米国・ブラジルの西側地域の市街地に生息するドブネズミでも確認されている。ハンタウイ

ルス肺症候群ウイルスは主に北南米で報告されている。これらウイルスには、シン・ノンブレ、ニ

ューヨーク、ブラッククリークカナル、バヨウ、ラグーナ、ネグラ、アンデスなどの名称がついて

いる 7。ハンタンウイルスは主にアジアで、プーミラウイルスはヨーロッパで、ソウルウイルスは

世界各国で検出されている。 
ハンタウイルスは直径 80－115 nm のネガティブセンス一本鎖 RNA ウイルスである。 

 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

ハンタウイルス病の潜伏期間は 3－60 日である（平均 14－30 日）。ハンタウイルスは、ハ

ンタウイルス肺症候群もしくは腎症候性出血熱を引き起こすことがある。ハンタウイルス肺症候群

では発熱、倦怠感、筋肉痛、咳、息切れがみられる。進行すると重度の肺浮腫を生じることがあ

る。ハンタウイルス肺症候群の致死率は 37％、腎症候性出血熱では 10％である。 
 
病気の予防、治療、除染方法 
現在のところワクチンはない。早い段階で抗ウイルス薬リバビリンを投与すれば救命効果があると

されている。院内感染予防のため、厳格な隔離対策（医療従事者と感染者もしくは感染者の分泌液

・排出物・生体試料との接触を防ぐ手袋、ガウン、マスク、ゴーグルの着用）が推奨されている。

風土病として報告されている地域への旅行者には現地の齧歯動物やその排出物に触れないように指

導すべきである。ハンタウイルスは、1％次亜塩素酸ナトリウム（多量に汚染された物質には 10％
次亜塩素酸ナトリウム）、70％エタノール、2％グルタルアルデヒドに抵抗性が低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC ではハンタウイルスをカテゴリーA に特定している。しかし、調達が難しく、増殖・

配合にかなりの専門技術を要し、エアゾール噴霧後の作用が不明の本病原体にテロリストが興味を

示すかどうかは疑わしい。 
 
情報源： 
Virginia Department of Health データ：http://www.vdh.state.va.us/epi/hantaf.htm 
Saskatchewan Labour デ ー タ ： http://www.health.gov.sk.ca/rr-hantavirus-disease-guidelines-for-
protecting.pdf 
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1.13.  疾患名：フニン出血熱 
 
病原菌の科学名：アレナウイルス科（Arenaviridae）に属するフニンウイルス 
 
誘発される病気の一般名または通称：アルゼンチン出血熱、南アメリカ出血熱 
 
病原体の説明： 

フニン出血熱はアルゼンチンの限られた地域にみられる風土病である。フニンウイルスは多

態性の有エンベロープ球形ビリオン（直径 110―130 nm）の線状一本鎖 2 分節 RNA である。本ウイ

ルスの主な感染ルートは、感染齧歯動物の排泄物が混じった塵埃のエアゾール感染であり、擦過傷

からウイルスが侵入することもある。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

フニン出血熱の潜伏期間は通常 7－16 日である。フニン出血熱の症状としては、発熱、倦怠

感、頭痛、筋肉痛、食欲不振、悪心、嘔吐などがある。致死率は 5－30％。本疾患は 5 月から 6 月

に発症ピークを迎える。 
フニン出血熱の確定診断は、ウイルス分離および抗体捕捉 ELISA や RT-PCR を利用した血

清検査から行う。ウイルス分離にはバイオセイフティレベル 4 の施設が必要となるが、南米にはこ

うした施設はない。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

現在のところ正規のワクチンはない。未承認ワクチンの研究がアルゼンチンで進んでいる。

早い段階で抗ウイルス薬リバビリンを投与すれば救命効果があるとされている。院内感染予防のた

め、厳格な隔離対策（医療従事者と感染者もしくは感染者の分泌液・排出物・生体試料との接触を

防ぐ手袋、ガウン、マスク、ゴーグルの着用）が推奨されている。風土病として報告されている地

域への旅行者には現地の刺咬昆虫との接触を避けるように指導すべきである。 
 フニンウイルスは、1％次亜塩素酸ナトリウム、2％グルタルアルデヒドに抵抗性が低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC ではアレナウイルス（フニン、ラッサ、マチュポウイルス）をカテゴリーA に特定し

ている。しかし、テログループが調達の難しい本病原体の獲得に興味を示すかどうかは疑わしい。

実際に生物兵器テロに利用された場合、エアゾール噴霧のかたちで散布されるのか、それ以外の方

法でばら撒かれるのかは分からない。本ウイルスは濃密な接触で感染する特性をもっており、生物

兵器として利用される可能性はあまり高くないように思われる。 
 
情報源： 
CBW Info factshett：http://www.cbwinfo.com/Biological/Pathogens/JUNV.html 
Public Health Service of Canada factsheet：http://www.phac-aspc.gc.ca/msds-ftss/msds89e.html 
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1.14.  疾患名：ラッサ熱 
 
病原菌の科学名：アレナウイルス属（Arenavirus）に属するラッサウイルス 
 
誘発される病気の一般名または通称： 
 
病原体の説明： 

ラッサ熱ウイルスは、ギニア、リベリア、シエラレオーネ、ナイジェリアの特定地域に棲息

するウイルスである。ウイルスは主に多乳房ネズミ（Mastomys natelensis）などの野生齧歯動物から

ヒトに感染する。齧歯動物のラッサ感染はその動物の生存中持続し、生きている間ウイルスをばら

撒くことになる。感染動物が床やベッド、あるいは食料・飲料に落とした排泄物に直接／間接的に

触れたときに感染することが多い。ヒト間感染や研究室内での感染もある。特に病院内では感染者

の血液（汚染針による穿刺を含む）、咽頭（喉）粘液、尿などにじかに触れることによって感染す

る。性的接触でも感染することがある。ヒト間感染はウイルスが喉にある急性期に生じるとされて

いる。ウイルスは発症から 3－9 週間、感染者の尿から排出されていると思われる。3 ヶ月間精液か

らも感染する。あらゆる年齢グループにラッサウイルス感染リスクがある。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

ラッサ熱の潜伏期間は 6－21 日である。ラッサ熱の臨床症状としては、発熱、倦怠感、頭

痛、咽頭痛、咳、悪心、嘔吐、下痢、筋肉痛がある。白色扁桃斑を伴う咽頭炎が本疾患の識別にお

いて重要な病変である。重症例ではショック、出血、発作、脳障害が生じることがある。ラッサ熱

の致死率は 1％である。 
ラッサ熱の臨床症状は、重度のマラリア、敗血症（血液の感染症）、黄熱、その他のウイス

ル性出血熱（エボラなど）と識別が難しい。診断には専門性の高い研究室でのみできる検査が必要

となる。ラッサ熱の確定診断は、血液、尿、咽頭粘液からのウイルス分離から行う。また、血清中

の抗ラッサウイルス免疫グロブリン M（IgM）抗体から検査室的診断ができる。急性期と回復期の

血清検体を調べて IgG 抗体価に 4 倍差があれば本疾患であることがわかる。臨床検体は生物学的危

険物質である可能性があるため、最高レベルのバイオセイフティ封じ込め施設にて最大限の注意を

払って取り扱わねばならない。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

現在のところ抗ラッサ熱ワクチンはない。早い段階で抗ウイルス薬リバビリンを投与すれば

救命効果があるとされている。院内感染予防のため、厳格な隔離対策（医療従事者と感染者もしく

は感染者の分泌液・排出物・生体試料との接触を防ぐ手袋、ガウン、マスク、ゴーグルの着用）が

推奨されている。風土病として報告されている地域への旅行者には現地の齧歯動物との接触を避け

るように指導すべきである。 
ラッサウイルスは、1％次亜塩素酸塩、2％グルタルアルデヒドに抵抗性が低い。 
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病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDC ではアレナウイルス（フニン、ラッサ、マチュポウイルス）をカテゴリーA に特定し

ている。しかし、テログループが調達の難しい本病原体の獲得に興味を示すかどうかは疑わしい。

実際に生物兵器テロに利用された場合、エアゾール噴霧のかたちで散布されるのか、それ以外の方

法でばら撒かれるのかは分からない。本ウイルスは濃密な接触で感染する特性をもっており、生物

兵器として利用される可能性はあまり高くないように思われる。 
 
情報源： 
WHO データ：http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs179/en/ 
TSH virology notes：http://www.tarakharper.com/v-lassa.htm#des 
 
 
 
1.15.  疾患名：マチュポ出血熱 
 
病原菌の科学名：アレナウイルス科（Arenaviridae）に属するマチュポイルス 
 
誘発される病気の一般名または通称：ボリビア出血熱 
 
病原体の説明： 

このウイルス性病原体はフニンウイルスと類似した特性をもっている。フニンウイルスはア

ルゼンチンに棲息しているが、マチュポウイルスはボリビアの僻地にて風土病として存在してい

る。本質的には、この 2 つのウイルスを見分ける唯一の方法は、ウイルス感染時に宿主にみられる

抗体がどちらのものか識別する血清検査だけである。このことを念頭において、以下の情報（フニ

ン出血熱のそれと同内容）を読まれたい。 
マチュポイウルスは、多態性の有エンベロープ球形ビリオン（直径 110―130 nm）の線状一

本鎖 2 分節 RNA である。本ウイルスの主な感染ルートは、感染齧歯動物の排泄物が混じった塵埃の

エアゾール感染であり、擦過傷からウイルスが侵入することもある。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

マチュポ出血熱の潜伏期間は通常 7－16 日である。マチュポ出血熱の症状としては、発熱、

倦怠感、頭痛、筋肉痛、食欲不振、悪心、嘔吐などがある。致死率は 5－30％。本疾患は 5 月から 6
月に発症ピークを迎える。 
 
 
病気の予防、治療、除染方法 

現在のところマチュポウイルスの正規ワクチンはない。フニンウイルスについては未承認ワ

クチンの研究がアルゼンチンで進んでおり、マチュポウイルスにも効果があることが明らかになっ

てきている。早い段階で抗ウイルス薬リバビリンを投与すれば救命効果があるとされている。院内

感染予防のため、厳格な隔離対策（医療従事者と感染者もしくは感染者の分泌液・排出物・生体試
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料との接触を防ぐ手袋、ガウン、マスク、ゴーグルの着用）が推奨されている。風土病として報告

されている地域への旅行者には現地の刺咬昆虫との接触を避けるように指導すべきである。 
 マチュポウイルスは、1％次亜塩素酸ナトリウム、2％グルタルアルデヒドに抵抗性が低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 

CDC ではアレナウイルス（フニン、ラッサ、マチュポウイルス）をカテゴリーA に特定し

ている。しかし、テログループが調達の難しい本病原体の獲得に興味を示すかどうかは疑わしい。

実際に生物兵器テロに利用された場合、エアゾール噴霧のかたちで散布されるのか、それ以外の方

法でばら撒かれるのかは分からない。本ウイルスは濃密な接触で感染する特性をもっており、生物

兵器として利用される可能性はあまり高くないように思われる。 
 
情報源： 
CBWInfe factsheet：http://www.cbwinfo.com/Biological/Pathogens/MACV.html 
Iowa State University factsheet：http://www.rivma.org/VHF%20Arenavirus.doc 
 
 
 
1.16.  疾患名：マールブルグ出血熱 
 
起炎微生物：フィロウイルス科（Filoviridae）に属するマールブルグウイルス 
 
誘発される病気の一般名または通称：アフリカ出血熱 
 
病原体の説明： 

マールブルグ出血熱の報告例は少なく、ごく限られた地域にて発生している。マールブルグ

ウイルスの発生地はアフリカであるが、皮肉にもマークブルグ出血熱の最大規模の集団発生は 1967
年、旧ドイツ・マールブルグ市で発生した（ここからかく命名された）。西アフリカから輸入した

アフリカ・ミドリザルに接触した研究スタッフが犠牲者となった。合計 31 名が感染し、そのうち 7
名が死亡した。それ以降、アフリカで周期的かつ散発的に感染例が報告されている。 

マールブルグウイルスは、感染した血や分泌液、臓器、精液との接触、およびエアゾール噴

霧から感染するとされている。研究室では汚染された注射器や針が院内感染の原因となっている。

旧ソ連の生物兵器研究施設で発生した 2 件も汚染注射器・針が原因であった。 
 マールブルグウイルスは直径 800－100 nm のネガティブセンス一本鎖 RNA である。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断： 

マールブルグ出血熱の潜伏期間は 3－5 日である。初期症状として発熱、悪寒、頭痛、悪

心、嘔吐、胸／腹痛、下痢がある。時間の経過とともに症状はいよいよひどくなり、譫妄、ショッ

ク、肝不全、大量出血、多臓器不全などが現れる。マールブルグ出血熱から生還する感染者はわず

かであり、死をまぬがれても長期の回復期間を要し、通常重度の合併症を伴う。マールブルグ出血

熱の致死率は 23－25％である。 
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病気の予防、治療、除染方法： 

マールブルグウイルスの予防ワクチンはない。マークブルグ出血熱の治療としては対症療法

以外のものはない。 
マールブルグウイルスは、1％次亜塩素酸ナトリウム、2％のグルタルアルデヒド、ホルムア

ルデヒドに抵抗性が低い。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 CDCではフィロウイルス（エボラウイルスとマールブルグウイルス）をカテゴリーAに特定

している。エボラウイルスは旧ロシアの生物兵器計画にて研究が進められていたが、マールブルグ

ウイルスに較べて生物兵器として適用可能性がないことが判明した。マールブルグウイルスは実際

に兵器化されていた。しかし実際的な見地からみると、マールブルグウイルスがテログループにと

って調達・配備が非常に難しい病原体であることは明らかである。まず、マールブルグウイルスを

保管している研究施設はごくわずかであり、そのセキュリティレベルは非常に高い。自然界から株

菌を採取することは不可能である。唯一の可能なウイルス採取源はマールブルグ出血熱患者であ

る。しかし、感染者は病院の特別施設に隔離されており、近づくことはできない。次に、マールブ

ルグウイルスの調達は命がけの仕事であることが挙げられる。調達を試みるものが熟練かつ全身を

防護服で固めたウイルス専門家でない限り、調達はおそらく不可能である。3つめとしては、テログ

ループがなんとかしてマールブルグウイルス分離株を手に入れたとしても、どう扱うのであろう？

このウイルスはどの動物でも宿主とするわけではないため、増殖は難しい作業となる。おそらく、

冷酷無比なテログループは1人の志願者か捕虜に感染させることになるであろうが、ウイルスが外に

漏れないように然るべき措置を取らねばならない。そうした措置と取った場合、テログループは犠

牲者から採取した組織を単離して、粒子がかなり細かければエアゾール噴霧として散布する可能性

がある。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mnpages/dispages/marburg.htm 
North Dakota Department of Health factsheet：
http://www.health.state.nd.us/EPR/public/viral/MarburgFact.htm 
 
 
 
1.17.  疾患名：類鼻疽 
 
起炎微生物の学名：類鼻疽菌（Burkholderia pseudomallei）(Pseudomonas pseudomallei) 
 
好発疾患：ホイットモーア病 
 
病原体の概要： 
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鼻疽のセクションで紹介しているように、類鼻疽は疫学的に異なるものの臨床的に鼻疽と類

似性が強い。類鼻疽菌は熱帯地域に棲息し、類鼻疽は東南アジアや北オーストラリアにみられる風

土病である。自然発生的な集団発生がアフリカや中東、中米、南米でも報告されている。タイは類

鼻疽の猛威に見舞われた唯一の国である。 
類鼻疽菌は運動性をもった好気性グラム陰性棹菌であるが、培養初期は極染色性を示す傾向

があり、安全ピン様の外観をもつ。本病原体は通常タイプの培地で容易に増殖し、皺状コロニーを

示す。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 

類鼻疽には 2 つの型――皮膚型と肺型――がある。皮膚型では切り傷やひっかき傷から細菌

が侵入する。侵入部位に潰瘍を伴う限局性感染が生じる。皮膚型類鼻疽の潜伏期間は 1－5 日であ

る。リンパ節脹大もみられる。細菌が粘膜から宿主に侵入すると感染部位の粘液量が増える。肺型

であれば類鼻疽がエアゾールのかたちで呼吸器や血行に侵入する。この場合、肺感染となって肺

炎、肺膿瘍、胸水を呈することがある。肺感染であれば潜伏期間は 10－14 日である。経気道型類鼻

疽から皮膚膿瘍を生じることもあるが、発現までに数ヶ月を要する。 
類鼻疽の場合、敗血症が慢性疾患者（HIV 感染者や糖尿病患者など）にみられることがあ

る。こうした感染者は、呼吸困難、頭痛、発熱、下痢、皮膚に膿が溜まった病変、全身に膿瘍を示

す。敗血症は致命的になり得、致死率は 90％で発症から 24－48 時間内に死亡する。 
類鼻疽は慢性感染症になることもある。そうなると、複数の膿瘍が生じ、肝臓、脾臓、皮

膚、粘膜などに現れる。類鼻疽は初期感染から何年も経ってから再発することがある。 
皮膚型感染の致死率は 20％前後である。敗血症を生じる症状はいっきに悪化する。抗生物

質の登場前、敗血症を伴った本感染症の死亡率は 95％であった。抗生物質投与を行った場合でも敗

血性感染症の死亡率は 50％以上である。 
類鼻疽の診断は、血液、尿、痰、皮膚病変からの本菌の分離による。ELISA による血中抗体

の検出・測定も確定診断に有用である。 
 
感染予防・治療・汚染除去 

類鼻疽ワクチンはない。長期的な抗生物質投与が有効とされている。この場合、TMP-SMX
が最も有効であるが、セフタジジム、イミペネム、ドキシサイクリン、ciprofloxacinsulphas、クロラ

ムフェニコール、テトラサイクリンに対する感受性があることも判明している。ペニシリン G、ア

ンピシリン、カーベニシリン、アミノグリコシッド剤、セファロスポリン剤に対しては耐性があ

る。 
類鼻疽菌は、1%次亜塩素酸ナトリウム、70％のエタノール、グルタルアルデヒド、ホルム

アルデヒドなど多くの消毒薬に抵抗性が低い。 
 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC では類鼻疽菌をカテゴリーB に特定している。テロリストが本菌獲得に興味を示す可能

性がある。テログループが活動する地域に風土病として棲息しているため調達が容易であるためで

ある。また、テログループが鼻疽菌を手にした場合、生物兵器テロに必要なだけ簡単に増殖でき、
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配合などせずに利用できることも理由として挙げられる。エアゾール噴霧、あるいは汚染食品・飲

料のかたちでの散布が考えられる。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/melioidosis-g.htm#diagnosed 
Smith Medical Library：http://www.chclibrary.org/micromed/00056390.html 
 
 
 
1.18.  疾患名：ニパウイルス病 
 
起炎微生物の学名：パラミクソウイルス科（Paramyxoviridae）に属するニパウイルス 
 
好発疾患：ニパウイルス脳炎 
 
病原体の概要： 

ニパウイルスはヘンドラウイルスと類似性が強いが、同じものではない。ニパウイルスは、

1999 年にマレーシアとシンガポールの成人男性に集団発生した脳炎・呼吸系疾患の検体から初めて

分離されたウイルスである。ニパウイルスの自然宿主はまだ判明していないが、これまでの予備デ

ータからマレーシアのニパウイルスの宿主は Pteropus 属のコウモリであろうと考えられている。ニ

パウイルスはマレーシアとシンガポールのブタにて比較的軽度の疾患を引き起こした。本ウイルス

は感染ブタとの密接な接触からヒト、ネコ、イヌに伝播する。ヒトに感染すると重篤な疾患となる

ことがある。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 

ニパウイルス感染症の潜伏期間は 4－18 日である。ニパウイルス感染症は発熱、頭痛から始

まる。これら症状は 3－14 日間続くことがある。その後、嗜眠状態や精神錯乱を特徴とする見当識

障害が現れる。こうした徴候・症状が 24－48 時間で昏睡に進行することがある。感染初期段階に呼

吸器系疾患を呈する患者もいる。1998－99 年のニパウイルス集団発生では重篤な神経疾患のために

入院した患者の 40％前後が死亡した。 
ニパウイルス感染の検査室的診断法としては、血清検査、病理組織学的検査、免疫組織化学

的検査、電子顕微鏡法、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法、ウイルス分離などがある。電子顕微鏡

法、PCR、ウイルス分離では、広範な新鮮組織（肺、脾臓、腎臓、扁桃、中枢神経系）が用いられ

る。 
 
感染予防・治療・汚染除去： 
 現在のところニパウイルス感染症に対するワクチンはなく、特定の治療法もない。感染者に

対しては対症療法が行われているだけである。In vitro では抗ウイルス薬リバビリンが有効とされて

いるが、管理化臨床試験は行われておらず、臨床上の有効性は不明である。 
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 ニパウイルスは、70％エタノール、2％グルタルアルデヒド、3―8％ホルムアルデヒド、1％
の次亜塩素酸ナトリウム、ヨウ素、フェノールヨードフォア、有機溶剤／洗浄剤など多くの消毒薬

に抵抗性が低い。 
 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC ではニパウイルスをカテゴリーC に特定している。しかし、調達が比較的難しく、散布

法や散布後の作用がほとんど不明の本病原体にテロリストが興味を示すかどうかは疑わしい。 
 
情報源： 
Vad’s Corner Forum: <http://www.vadscorner.com/paramyxo.html> 
WHO factsheet: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs262/en/> 
CSIRO factsheet: 
<http://www.csiro.au/index.asp?type=faq&id=Nipahvirus&stylesheet=aboutCSIROInformationSheet> 
 
 
 
1.19.  疾患名：ペスト 
 
起炎微生物の学名：ペスト菌（Yersinia pestis）（Pasteurella pestis） 
 
好発疾患：黒死病、ペスト、腺ペスト 
 
病原体の概要： 

腺ペストや肺ペストの起炎微生物となるペスト菌は世界中に棲息している。ヒトなど 200 種

以上の哺乳動物に伝染する。通常肺ペストではなく腺ペストのかたちで毎年米国でも患者が発生し

ている。ヒト感染としては中央アジアの多くの地域やシベリアが最頻発地域であるが、さまざまな

理由から公に発表されていないことが多い。これらの地域ではアレチネズミやマーモットなど多様

な齧歯動物とその外部寄生虫が自然宿主となっている。ヒトへの感染は、通常ペスト菌を常在地と

する地域に足を踏み入れ、そこで齧歯動物に住み着いたノミに刺された場合に発生するかたちが多

い。ヒト間の肺ペスト感染は患者からの飛沫が原因となる。しかし、ペスト菌は日光や乾燥で簡単

に死滅するため、顔に直接唾液等を飛ばさない限りエアゾール感染はしない。気象条件によっては

本病原体が屋外で 1 時間程度生存することがある。 
ペスト菌は好気性の非運動性グラム陰性棹菌で通常タイプの培地で容易に増殖する。しか

し、培養・検査にはセキュリティレベルの高い施設が不可欠である。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 

本報告書の目的において、腺ペストではなく肺ペストについて詳しく説明していく（理由は

以下に記す）。肺ペストはペスト菌が肺に転移して起きる。肺ペストの初期症状としては発熱、頭

痛、倦怠感、血痰や水様痰を伴う咳がある。肺炎が 2－4 日で進行し、敗血症性ショックを起こすこ

とがある。早期治療を施さないと感染者の 90％が死亡する。 
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感染予防・治療・汚染除去： 

米国では公的なワクチンはないが、数種のワクチン候補の開発が進んでおり、IND 段階にあ

る。 
ペストの治療としては抗生物質を投与することが多いが、感染から 24 時間以内でないと有

効でない。ストレプトマイシンやテトラサイクリン、クロラムフェニコールなどの抗生物質が有効

である。 
肺ペストの確定診断としては痰／咽頭粘膜を採取する。肺ペスト感染者の場合、グラム染色

法のみでは診断価値を有する微生物が多数混在していることがある。この場合、検体をさらに特定

のフルオレセイン抗体（FA）検査する必要がある。FA 検査はひじょうに有効である。33℃以上で

分画 1（F1）抗原あるいは莢膜抗原と呼ばれる独特なエンベロープが認められるためである。この

独特な莢膜様エンベロープはペストの診断用 FA／抗体検査において主要な標的抗原である。肺ペス

ト感染が疑われる患者の気管支／器官の洗浄検体を採取する。咽頭検体は本菌分離として理想的な

検体ではない。ペスト菌の存在を隠す微生物が多数混在しているためである。生存有機体が培養で

きない場合、つまり死後に採取した検体、リンパ組織、肺、骨髄から採取した検体であれば、FA 検

査やペスト菌 DNA 検出から感染が確認できる。 
感染源の疑いがあるノミを FA 検査で調べることもできる。 

 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC ではペスト菌をカテゴリーA に特定している。本病原体は旧ソ連の生物兵器計画で兵

器化されており、最重要生物兵器物質のひとつであった。多剤耐性をもつペスト菌株も開発されて

いた。テロリストが感染ノミを媒介とする腺ペストに興味を示すことはないと思われる。腺ペスト

を蔓延させるためにはノミを大量に飼養し、ペスト菌に感染した血を調達してノミに吸わせ、感染

したノミを標的地域まで運んでノミが標的集団を刺すように放たなければならない。もちろん、自

分たちが感染しないように注意を払う必要もある。テログループが上記のような苦労をわざわざす

るだけの忍耐力も技術もないと思われる。しかし、ペスト菌のエアゾール噴霧というかたちでのテ

ロも容易なことではない。ペスト菌を兵器化することは技術的になかなか難しい。本病原体は耐寒

性でないためである。つまり、防護がなければ屋外に散布して数分で死滅する。また、調達、輸

送、研究するにもひじょうに危険な病原体である。本病原体を扱うテロリストにもかなりのリスク

がある。旧ソ連の生物兵器計画ではペスト菌がエアゾール噴霧できることが分かったが、同じよう

な科学技術をテログループが持ち合わせているとは考えにくい。上記の理由からテログループが生

物兵器としてペスト菌の調達に興味を示す可能性は低いと思われる。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.bt.cdc.gov/agent/plague/ 
University of Nottingham: <http://bioresearch.ac.uk/browse/mesh/C0043408L0043408.html> 
 
 
 
1.20.  疾患名：オウム病 
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起炎微生物の学名：オウム病クラミジア（Chlamydia psittaci） 
 
好発疾患：ハト病、オウム熱 
 
病原体の概要： 

オウム病クラミジアは好気性の非運動性グラム陰性棹菌であり、偏性細胞内寄生性を示す。

世界各国で認められるが、罹患したあるいは健康にみえる愛玩用の鳥との関連性が強い。個人の家

やペットショップ、鳥類飼育場、鳩小屋などでも認められている。感染した鳥は本起炎微生物を断

続的に撒き散らし、週単位や月単位で継続することもある。オウム病クラミジアはヒトに感染する

が、散発的であって認識されないことが多い。七面鳥やカモ類の飼育場での感染が一般的な感染ル

ートである。罹患鳥の排泄物に含まれるクラミジアの経気道的吸入、罹患鳥との直接接触、あるい

は罹患鳥に噛まれることにより感染する。ヒト間の感染はまれであるが、急性期の発作性咳から飛

沫感染することもある。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 

オウム病の潜伏期間は 1－4 週間とされているが、通常 10 日である。オウム病クラミジアを

吸入すると、肺の防衛機能が病原菌を中和しようとする。病原菌はこの機能を回避して症状を発現

させていく。症状は軽度の感冒様症状から重度の肺炎まで多彩である。通常、4－15 日の潜伏期間

の後に徴候・症状が生じる。徴候・症状としては発熱、悪寒、咳、疲労感・倦怠感、筋肉／胸痛、

食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、頭痛、発汗、光に対する過敏性などがある。オウム病は主に肺の疾

患であるが、肺以外の臓器に感染することもある。肝臓、窩洞裏装、心筋、脳の炎症も報告されて

いる。疾患経過は多様であり、死に至ることもある。しかし、死亡例はまれである。軽症例では発

熱が 3 週間以上続くこともある。 
 オウム病の正確な診断のポイントは、感染者が鳥類と接触歴があったか、感染源の疑いのあ

る鳥がオウム病クラミジア感染しているか確かめることである。感染者の検体を検査室に送り、ク

ラミジアおよび感染徴候を検出することになる。感染者は特定の薬剤を用いた治療を受けることに

なる。テトラサイクリン、エリスロマイシンが有効であるが、ペニシリンには耐性がある。 
オウム病クラミジアは、1％次亜塩素酸ナトリウム、70％のエタノール、グルタルアルデヒ

ド、ホルムアルデヒドなどの消毒薬に抵抗性が低い。 
 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC ではオウム病クラミジアをカテゴリーB に特定している。しかし、他の偏性細胞内寄生

細菌と同様、本病原体も増殖・兵器化が難しいため、テログループが増殖・兵器化できるだけの専

門技術があるとは考えにくい。しかも本病原体が引き起こす疾患は通常の抗生物質で簡単に治るも

のであり、無治療でも致死率は低い。こうした理由からテログループがオウム病クラミジアの調達

に興味を示す可能性は低いものと思われる。 
 
情報源： 
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Canadian Occupational Health and Safety Resource factsheet: 
<http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/psittacosis.html> 
Merck Manual: <http://www.merck.com/mrkshared/mmanual/section6/chapter73/73j.jsp> 
 
 
 
1.21.  疾患名：Q 熱 
 
起炎微生物の学名：Q 熱リケッチア（Coxiella burnetii） 
 
好発疾患：Q 熱 
 
病原体の概要： 

Q 熱リケッチアは世界中に棲息している細菌である。ウシ、ヒツジ、ヤギなどが主要な宿主

である。本細菌は環境のなかで長期生存できる。通常ヒトへの感染は、感染した家畜の胎盤や羊水

や排泄物中のリケッチアを経気道的に吸入した場合に生じる。ヒトは本疾患への抵抗性が低いこと

が多く、ごくわずかな量で感染する。ダニに刺されたり汚染された牛乳を飲んで感染することもあ

る。ヒトからヒトへの感染はめったにない。 
 Q 熱リケッチアは多形態性のグラム陰性細菌である。宿主細胞内寄生性があるため、培養が

難しい。また、細菌細胞壁に覆われているため、抗生物質が届きにくい。 
 本病原体は耐寒性をもつことからなかなか死滅せず、多様な条件下で安定性を維持する。そ

のため、乾燥した痰では 30 日間、塵埃では最長 120 日間、乾燥したブタ尿のなかで 49 日間、4－6
℃で保管される牛乳のなかでは 42 ヶ月というようにさまざまな環境のなかで月単位、年単位で生存

する。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 

Q 熱の潜伏期間は感染微生物の数により異なる。大多数の感染者は 2－3 週間の潜伏期間の

後に発症する。最も顕著な突発発症例では次の症状のひとつかそれ以上を呈する：高熱（40－41
℃）、ひどい頭痛、全身の倦怠感、筋肉痛、錯乱、喉の痛み、悪寒、発汗、乾性咳、悪心、嘔吐、

下痢、腹痛、胸痛。通常、たいていの感染者が無治療で数ヶ月以内に回復する。6 ヶ月以上持続す

る慢性 Q 熱はまれであるが、重症例となる。全快すれば終生にわたる免疫を獲得する。 
 Q 熱の徴候・症状には特徴的なものがないため、適切な検査なしに正確な診断を下すのは難

しい。然るべき臨床・疫学的条件の下でルーティン的検査をいくつかすれば Q 熱の診断に至ること

になる。血小板数も診断に役立つ。Q 熱感染者は血小板数低値が報告されているためである。Q 熱

診断の確定には Q 熱リケッチア抗原に対する抗体の存在を検出する血清検査が必要となる。多くの

研究室では間接免疫蛍光測定法（IFA）が最も信頼性が高く、広く普及している。免疫組織化学的

染色法や DNA 検出法で感染組織から Q 熱リケッチアを検出することもできる。 
 
感染予防・治療・汚染除去： 
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米国においては軍から Q 熱 IND ワクチンを入手できる。オーストラリアにも有効ワクチン

があるが、米国では入手不可能である。 
Q 熱リケッチアは多くの抗生物質に抵抗性をもつが、テトラサイクリン、クロラムフェニコ

ール、リファンピンが有効なケースもある。 
本病原体は一部の消毒薬に対して抵抗性があるが、次亜塩素酸ナトリウム、ホルマリン、フ

ェノール、エタノール、グルタルアルデヒド、ガスホルムアルデヒドには抵抗性が低いとされてい

る。 
 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC では Q 熱リケッチアをカテゴリーB に特定している。1 個の微生物で抵抗力のないヒト

を感染させること、そして感染性が高く熱や乾燥に強いことから、1969 年まで米国生物兵器プログ

ラムで兵器化されており、旧ソ連でも保有されていた。それでも、本病原体は細胞内寄生性があ

り、増殖・配合が難しいことから、兵器化が困難であるとテログループは判断すると思われる。Q
熱リケッチアは生物学的戦争において兵器化が進められる可能性があり、生物兵器テロの脅威を秘

めている。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/qfever/index.htm#Diagnosis1 
オーストラリア政府データ：http://immunise.health.gov.au/qfever/ 
 
 
 
1.22.  疾患名：リフトバレー熱（RVF） 
 
起炎微生物の学名：ブンヤウイルス科（Bunyavifidae）、フレボウイルス属（Phlebovirus）に属する

リフトバレー熱（RVF）ウイルス 
 
病原体の概要： 

リフトバレー熱は急性の発熱性ウイルス疾患で家畜（ウシ、スイギュウ、ヒツジ、ヤギ、ラ

クダなど）やヒトへの感染性がある。リフトバレー熱は大雨があると年間を通じてみられるカ媒介

性の流行性疾患である。本疾患は 1900 年代初頭にケニアの獣医学専門家が家畜から発見した。現

在、リフトバレー熱はアフリカ東部・南部で報告されているが、ウイルスは多くのサハラアフリカ

諸国とマダガスカルに棲息している。 
カや媒介体となる吸血昆虫に刺されると感染する。罹患動物の血液や体液に触れても感染す

ることがある。つまり、罹患動物の屠殺や世話、あるいは汚染された肉の調理から感染することに

なる。リフトバレー熱ウイルスの混じった検査用検体を扱ってエアゾール感染することもある。 
リフトバレー熱ウイルスは有エンベロープ球形ビリオン（直径 85―100 nm）の一本鎖 3 分

節 ネガティブセンス RNA である。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 
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リフトバレー熱ウイルスは多様な症候群を生じる。感染者は無症状か発熱や肝臓の異常を伴

う軽度の症状を示す。しかし、出血熱（ショックや出血を引き起こす）、脳炎（脳の炎症から頭

痛、昏睡、発作が生じる）、眼の疾患（眼の異常）を呈した例もある。感染すると、発症時に発

熱、全身の衰弱、背痛、眩暈、極端な体重の減少を示すことが多い。発症から 2 日から 1 週間で回

復するのが一般的である。リフトバレー熱の最頻発合併症は網膜炎である。その結果として感染者

の 1－10％が不可逆性の視力低下を訴える。リフトバレー熱の致死率は 1％前後である。 
 
感染予防・治療・汚染除去： 

ヒト用ワクチンが実験レベルで開発されているがまだ未承認であり、市場には出ていない。

数種のワクチン候補の研究が進んでいる。 
早い段階で抗ウイルス薬リバビリンを投与すれば救命効果があるとされている。院内感染予

防のため、厳格な隔離対策（医療従事者と感染者もしくは感染者の分泌液・排出物・生体試料との

接触を防ぐ手袋、ガウン、マスク、ゴーグルの着用）が推奨されている。風土病として報告されて

いる地域への旅行者には現地の刺咬昆虫との接触を避けるように指導すべきである。 
リフトバレー熱ウイルスは、1％次亜塩素酸塩、2％グルタルアルデヒドに抵抗性が低い。 

 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC ではリフトバレー熱ウイルスをカテゴリーC に特定している。媒介性物質がそうである

ようにテロリストが本病原体の獲得に興味を示す可能性は低い。すなわち、適した吸血昆虫を飼養

し、リフトバレー熱ウイルスに感染した血を吸わせ、感染した昆虫を標的地域まで運んで放すとい

うのは、ほとんど現実離れをしている。テロリストが上記のような苦労をわざわざしても攻撃が成

功する保証はない。感染昆虫が新しい環境のなかでストレスや適応不能のために死んでしまう可能

性があるためである。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mnpages/dispages/rvf.htm 
Directors of Health Promotion and Education factsheet：http://www.astdhpphe.org/infect/rift.html 
 
 
 
1.23.  疾患名：ロッキー山紅斑熱（RMSF） 
 
起炎微生物の学名：ロッキー山紅斑熱リケッチア（Rickettsia rickettsiae） 
 
好発疾患：新世界紅斑熱、ダニ媒介発疹チフス、サンパウロ熱 
 
病原体の概要： 

自然発生のロッキー山紅斑熱は米国における代表的な致死性をもつダニ媒介性疾患である。

毎年 600 例から 800 例の感染が報告されている。アメリカ大陸に広範に分布し、カナダ南部や中

米、メキシコ、南米の一部にもみられる。1981 年から 1996 年、ハワイ州、バーモント州、メイン
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州、アラスカ州を除く全州で報告されている。その病原体はダニと哺乳動物の間の複雑な感染サイ

クルのなかで維持されている。ヒトは偶発的宿主とされており、自然界の感染サイクルのなかには

組み込まれていない。感染ダニによる刺咬から感染する。感染者のなかでロッキー山紅斑熱リケッ

チアが再活性化するまでには数時間の吸着を要する。感染ダニの潰れた組織や糞に触れて感染する

こともある。 
ロッキー山紅斑熱リケッチアはわずか 0.3－1.5 μmの多形態性のグラム陰性細菌で偏性細胞

内寄生性を示す。宿主細胞内寄生性があるため、最も簡便な培養法は細胞培養である。Vero や

HeLa といった数種の細胞株が培養に適している。発育鶏卵培養でも増殖する。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 

ロッキー山紅斑熱の潜伏期間は 3－14 日である。初期の徴候・症状は、急激な発熱、頭痛、

筋肉痛で、その後発疹が出てくる。早期段階での診断が難しく、早い段階で適切な処置をしないと

死に至ることもある。有効な抗生物質療法でロッキー山紅斑熱の致死率は劇的に低下した。1940 年

代後半のテトラサイクリンやクロラムフェニコールの登場前は感染者の 30％が亡くなっていた。現

在でもロッキー山紅斑熱は深刻な生命を脅かす伝染性疾患である。有効な治療が誕生して医療が進

んでも感染者の 3－5％が死亡している。 
 組織検体中のロッキー山紅斑熱リケッチアは直接蛍光抗体法から検出できる。PCR による

DNA 検出から診断を下すこともできる。 
 
感染予防・治療・汚染除去： 

最善の予防策はダニに刺されないことである。ロッキー山紅斑熱リケッチアが活性化するま

でに幾分時間を要するため、感染するまでにダニを除去することができる。 
CDCから実験レベルの死菌ワクチンが入手できるが、その有効性はまだ確立していない。 
ロッキー山紅斑熱には抗生物質が有効である。特にテトラサイクリンとクロラムフェニコー

ルが有効である。 
 ロッキー山紅斑熱リケッチアは 1%次亜塩素酸ナトリウム、70％のエタノール、グルタルア

ルデヒド、ホルムアルデヒドに抵抗性が低い。 
 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC ではロッキー山紅斑熱リケッチアをカテゴリーB に特定している。媒介性物質がそうで

あるようにロッキー山紅斑熱リケッチアも生物兵器としての利用は難しい。すなわち、ダニを飼養

し、ロッキー山紅斑熱リケッチアに感染した血を吸わせ、感染したダニを標的地域まで運んで放す

というのは、ほとんど現実離れをしている。テロリストが上記のような苦労をわざわざしても攻撃

が成功する保証はない。感染ダニが新しい環境のなかで死んでしまう可能性があるためである。本

病原体は研究スタッフ間の院内感染の原因になることから別のかたちで兵器化される可能性があ

る。しかし、それができるほどの技術がテログループにあるかは疑わしい。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/rmsf/index.htm 
Directors of Health Promotion and Education factsheet：http://www.astdhpphe.org/infect/rms.html 
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1.24.  疾患名：サルモネラ症 
 
起炎微生物の学名：鼠チフス菌（Salmonella typhimurium） 
 
好発疾患： 
 
病原体の概要： 

鼠チフス菌は糞便で汚染された下水・河川を中心にどこにでも常在している。米国では年間

におそらく 3－4 百万件のサルモネラ症（すべてが鼠チフス菌を原因としていない）が発生している

と思われるが、ほとんどがごく軽症のため報告されていない。病原体は好気性の運動性グラム陰性

棹菌で通常の培地や培養基で容易に増殖する。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 

サルモネラ症の潜伏期間は 24－72 時間である。突発的な胃腸炎を引き起こす。急性の伝染

性疾患であり、突然の腹痛、下痢、悪心、嘔吐が生じる。脱水症は特に乳児や高齢者において深刻

である。サルモネラ症の致死率は通常低いが、乳幼児や高齢者、衰弱したあるいは抵抗力が低下し

た感染者では致死率がかなり高くなる。サルモネラ症は、局所性感染、膿瘍、心内膜炎を伴う深刻

な敗血症や肺炎に進行することがある。また、腸チフス様腸熱を生じることもある。不幸にして反

応性関節炎（ライター症候群）を発症し、慢性に経過する感染者もいる。 
 すべてのサルモネラは培養が容易で普通寒天培地で発育する。そのため、感染者の糞便から

菌を検出したら 48 時間以内に確定診断ができる。 
 
感染予防・治療・汚染除去： 

サルモネラ症は、十分に火を通した食品、殺菌または煮沸した飲料を摂取していれば予防で

きる。鼠サルモネラ菌のワクチンはない。 
サルモネラ感染は通常 5－7 日で消失し、脱水状態がない場合や感染が腸管に広がっていな

い場合にはほとんど治療の必要がない。ひどい下痢があるときには補液療法を要することがある。

治療としては静注のかたちをとることが多い。感染が腸管に広がっていない限りは抗生物質の必要

がない。腸管感染があるときにはアンピシリン、ゲンタマイシン、トリメトプリム／サルファメト

キサゾール、シプロフロキサシンが有効である。残念なことに抗生物質に耐性をもつサルモネラ菌

がでてきている。飼料となる動物の生育促進に抗生物質を使用していることが主因となっている。 
サルモネラ菌は、1％次亜塩素酸ナトリウム、70％エタノール、2％のグルタルアルデヒド、

ヨード、フェノール、ホルムアルデヒドなど多くの消毒薬に抵抗性が低い。 
 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC ではサルモネラの一群をカテゴリーB に特定している。この格付けの理由は、本病原菌

が途上国に広く分布しており、テロリストにとって調達が容易であるためと考えられる。また、簡
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単に手に入る培地や培養基で容易に増殖でき、汚染した食品や飲み物から簡単に散布することがで

きることも挙げられる。しかし、本病原体を利用したテロが成功しても、栄養条件の整った地域で

は致死率はきわめて低く、おそらく 1％未満と思われる。こうしたことから、テロリストが本病原

体を有効な生物兵器とみなすとは考えにくい。 
 
情報源： 
CDC データ：http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/salmonellosis-
g.htm#How%20can%20Salmonella%20infections%20be%20diagnosed 
EMedicine：http://www.emedicine.com/MED/topic2058.htm 
 
 
 
1.25.  疾患名：天然痘 
 
起炎微生物の学名：オルソポックスウイルス属（Orthopoxvirus）に属する大痘瘡（Variola major） 
 
好発疾患：痘疹 
 
病原体の概要： 

天然痘ウイルスには 2 つの型がある。大痘瘡は天然痘――悪性の伝染病で CDC によれば予

防接種を受けていない集団では致死率が 30％以上とされている――の原因となり、小痘瘡は軽度の

感染症（アラストリム、amass、Kaffir pox）を引き起こす。後者の致死率は 1％未満である。ここで

は大痘瘡について紹介していく。 
天然痘はかつては世界中で認められ、感染・死亡の原因となっていた。天然痘は主として子

どもや青少年の疾患であり、家族で移し合うことが多かった。しかし、WHO（世界保健機構）のお

おがかりな根絶計画によって 1977 年の患者が最後となって天然痘は地球上から消えた。一部の政府

機関が研究用として天然痘ウイルスを保管しているだけである。米国の天然痘ワクチン接種は 1972
年に終了し、現在では研究者や軍関係者などが受けるだけである。1980 年、WHO はすべての国に

天然痘ワクチン接種の終了を勧告した。同年、同機関は残存するウイルスサンプルを 2 箇所の

WHO 付属研究所に保管することを指示した。ウイルスサンプルを保管しているのはジョージア州

アトランタの CDC 施設とロシアにある研究所の 2 箇所である。 
天然痘は伝染性が高く簡単にヒトからヒトへと感染する。伝染性が最も高いのは症状が出始

めた 1 週目で飛沫感染する。感染者は発疹を覆うかさぶたが消失するまで伝染性をもつ。天然痘ウ

イルスはベッドのシーツや衣服などの媒介物からも伝染する。 
天然痘ウイルスは（日光のない適した条件の下でエアゾール散布をした場合）24 時間生存

するとされている。不利な条件の下では生存は 6 時間以下と思われる。本ウイルスがベッドのシー

ツや衣服にかなりの時間生存することを証明するデータもある。 
 天然痘という病気が根絶されてから一般市民はワクチン接種を受けていない。可能性のある

合併症やコストというマイナス面がワクチン接種のプラス面よりも大きいためである。2002－2003
年に軍関係者や研究スタッフにワクチン接種をした結果、感染リスクはひじょうに低いことが明ら
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かになった。それでも、ごくわすかではあるがワクチン接種から予想外の反応を確認しており、リ

スクは現存している。ワクチン接種を長年していないため、万一 2 箇所の保管施設から漏出した場

合、あるいは未知の場所から出てきた場合、世界中のほとんどの人が天然痘感染の危険にさらされ

ることになる。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 

天然痘の潜伏期間は 12－14 日である。症状としては、高熱、疲労感、ひどい頭痛、背痛、

倦怠感があり、最も重要な症状として発疹がある。ピンク色の発疹が最初は身体の中心に、そして

手足に広がっていく。初めて発疹が出てから約 8－9 日後、発疹に膿汁が溜まり、固くなっていく。

上記以外の症状としては、譫妄、嘔吐、下痢、大量出血がある。 
通常、天然痘はきわめて特徴的な発疹から診断できる。検査室的にも天然痘ウイルスは比較

的培養が容易で、細胞培養や発育鶏卵培養で特徴的な増殖パターンを示す。ウイルス粒子は特徴的

なレンガ状の形態をもつため、熟練の電子顕微鏡検査スタッフであれば膿疱や細胞培養から簡単に

特定できる。 
 
感染予防・治療・汚染除去： 

大痘瘡に有効なワクチンとして Dryvax がある。米国のワクチン接種計画は 1972 年に終了し

たが、それまでにワクチンを受けていたヒトは残存免疫をもつと思われる。今後、天然痘の大流行

があったとしても、米国には国民に行き渡るだけのワクチンがある。他の先進国でも貯蔵がある。

WHO でも約 6000 万人用のワクチンを保管している。 
天然痘の患者が発生した場合、ワクチンを接触から 72 時間内に打てば重症度を下げること

ができる。天然痘のワクチンは予防的かつ治療的に利用できる数少ないワクチンのひとつである。

天然痘と治療としてはこれ以外の治療法はない。感染者に対しては対症療法が行われているだけで

ある。感染者に対しては直ちに隔離対策を施す。 
表面に付着した天然痘ウイルスに対する米国環境保護局（EPA）が認める消毒剤はない。天

然痘ウイルスの力価検査にて消毒剤の評価も行われていない。それでも、天然痘ウイルスの生物物

理学的・生化学的特性に似た特性をもつウイルス（牛痘ウイルスなど）では、一般使用で低・中程

度レベルの殺菌力をもつEPA承認化学殺菌剤に含有される多様な有効成分で容易に不活化すること

が分かってきている。そうした化学物質としては、エチルアルコール（40％）、イソプロピルアル

コール（30％）、塩化ベンザルコニウム（100 ppm）、次亜塩素酸ナトリウム（200 ppm）、オルト

フェニルフェノール（0.12％）、ヨードフォア（75 ppm）がある。 
 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC では大痘瘡をカテゴリーA に特定している。防衛関連の専門家の間では、大痘瘡が生

物兵器として利用された場合には一般市民にとって大きな脅威となると考えられている。ワクチン

接種を受けていないと致死率が 30％以上であること、特定の治療法がないことがその理由である。

天然痘はこれまでも伝染性疾患のなかでも最も恐ろしい疾患とされてきたが、現在その恐怖は過去

にないほどに大きい。米国ではルーティン的な接種は 25 年以上前に終了している。誰も簡単に移動

する現在、天然痘は瞬く間に無防備な一般市民に蔓延する怖れがある。 
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情報源： 
Journal of the American Medical Association: <http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/281/22/2127> 
CDC smallpox response plan: <http://www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/response-plan/index.asp#guidec> 
CDC environmental control of smallpox: <http://www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/response-plan/files/guide-
f.pdf> 
 
 
 
1.26.  疾患名：野兎病 
 
起炎微生物の学名：野兎病菌（Francisella tularensis）（Pasteurella tularensis） 
 
好発疾患：野兎病、メクラアブ熱、大原病、フランシス病 
 
病原体の概要： 

細菌性の人畜共通疾患である野兎病は、最も感染性の高い病原菌のひとつがその原因であ

る。わずか 10 個程度の病原菌が侵入するか吸入するだけで発症する。野兎病菌は小さな好気性の非

運動性グラム陰性球杆菌である。薄いリポ多糖類含有エンベロープをもち、この固い芽胞無形成の

病原菌は低温の水中や湿った土壌、乾草、わら、腐敗した動物の身体に週単位で生存する。 
野兎病は北米やユーラシア大陸でみられる。米国ではハワイ州を除く全州で感染例が報告さ

れているが、その大多数が中央南部や西部の州からである。 
野兎病菌は広範な動物宿主や環境に認められており、汚染した水や土壌や植物から検出され

ている。ノネズミ、マウス、カワネズミ、リス、家兎、野兎など多様な小哺乳動物を自然宿主とし

ている。これらの動物はダニやハエやカによる刺咬、あるいは汚染環境との接触から感染する。時

として広範な個体激減をもたらす動物間流行がヒト間の大流行につながることがある。 
ヒトへの感染はさまざまなルートがある。感染した節足動物による刺咬、感染動物の組織や

体液との接触、汚染した食品や飲料水の摂取・接触や汚染した土壌との直接接触、エアゾール吸入

などがある。重症となって死に至ることもあるが、ヒトからヒトへの感染はない。 
世界の自然発生的な野兎病の発生率は不明である。本疾患については認識されず報告されて

いないものが多くあるように思われる。米国における報告件数は 1950 年以前の年間数千件から

1990 年代の年間 200 件未満と激減している。1985 年から 1992 年では米国の感染者は 1,409 名、死亡

は 20 名と報告されており、致死率は 1.4％である。米国の感染例のほとんどは 6－9 月に起きてお

り、つまり節足動物媒介性の感染が最も多い。冬季の感染者は感染動物の死体を触る機会をもつハ

ンターや猟師がほとんどである。 
 
病原体が引き起こす疾患の症状および診断： 

野兎病菌は、皮膚、粘膜、消化管、肺から感染する。病原菌は通性細胞内細菌であり、マク

ロファージ内で増殖する。主要な標的器官はリンパ節、肺と胸膜、脾臓、肝臓、腎臓である。無治

療の場合、皮膚や粘膜に侵入した病原菌は増殖し、所属リンパ節に広がってさらに増殖し、身体中

の器官に散っていくことになる。 
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感染初期に菌血症がよくみられる。感染における組織の初期反応は局所的であり、多核白血

球が多くみられるひどい化膿性壊死が生じ、その後マクロファージ、類上皮細胞、リンパ球の侵襲

が続く。 
経気管支的感染でも初期段階で気道に出血炎が生じ、気管支肺炎に進行することがある。肺

の病理組織学的検査をすると単核細胞の浸出液が溜まった肺胞腔を認める。X 線検査や病理検査の

所見としては癒着や浸出液を伴う胸膜炎や肺門リンパ節腫脹がよくみられる。 
野兎病の発症は通常突発的で、発熱（38－40℃）、頭痛、悪寒、硬直、全身性の疼痛（下背

痛が顕著）、鼻感冒、喉の痛みなどが現れる。徐脈が感染者の 42％に確認されている。乾性もしく

はやや湿性の咳、胸骨下胸痛、硬直が、肺炎の他覚症状（膿性痰、呼吸困難、頻呼吸、胸膜痛、喀

血など）の有無に関わらず多くみられる。悪心、嘔吐、下痢を生じることもある。慢性経過となる

と、発汗、発熱、悪寒、進行性衰弱、倦怠感、食欲不振、体重減がある。通常、野兎病は気道感染

型ペストや炭疽病と較べて進行がゆっくりで致死率も低めとされている。気道感染型野兎病の軽症

例は Q 熱と区別がつかず、いずれの疾患の診断も参考検査室的検査なしには難しい。 
野兎病菌は、グラム染色法、直接蛍光抗体法、あるいは免疫組織化学的染色法を用いて分泌

液、浸出液、生検材料から検出できる。蛍光色素標識抗体を用いた顕微鏡検査は指定の参考検査室

で実施されている迅速な診断法である。検査態勢が整っていれば検体を受け取ってから数時間で結

果がでる。病原菌の培地増殖は診断の確定に役立つ。気道的感染者の多くにおいて、咽頭洗浄液、

痰検体、そして絶食時の胃吸引液からでも培養が可能である。血液からの菌分離はごくたまに行わ

れる。 
 
感染予防・治療・汚染除去： 

米国においては無毒性野兎病菌 biovar palaearctica（B 型亜種）由来の生菌ワクチンが、本病

原菌を扱う研究室関係者用の予防ワクチンとして利用されている。本ワクチンは CDC から IND と

して入手できた。現在、FDA にて審査が進められている。 
 個々の感染者の管理ができる疾病対策環境が整っている場合には、非経口抗菌療法を実施す

る。ストレプトマイシンが第一選択肢となる。広く流通し静注できるゲンタマイシンも選択肢のひ

とつである。治療は 10 日間継続しなければならない。テトラサイクリン系抗生物質やクロラムフェ

ニコールも投与可能であるが、無効例が高い確率で報告されている。 
 野兎病菌は、1%次亜塩素酸ナトリウム、70％のエタノール、グルタルアルデヒド、ホルム

アルデヒドなど多くの消毒薬に抵抗性が低い。 
 
生物兵器テロの可能性： 
 CDC では野兎病菌をカテゴリーA に特定している。本菌は 1969 年以前の米国の生物兵器計

画で生物兵器として備蓄されていた病原菌のひとつである。旧ソ連の生物兵器計画でも 1990 年代初

期まで本病原菌にかなりの力を注ぎ、抗生物質やワクチンに耐性をもつ野兎病菌が兵器化されてい

る。1969 年、WHO の専門委員会は、50 kg の毒性野兎病菌を人口 500 万の大都市にエアゾール噴霧

した場合には感染者 25 万人、死者 1 万 9 千人が出ると推算している。関連データ・資料から防衛関

連の専門家たちは野兎病菌を生物兵器テロの可能性が高い病原菌のひとつとみなしている。 
 
情報源： 
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Journal of the American Medical Association: <http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/285/21/2763> 
CDC データ： <http://www.bt.cdc.gov/agent/tularemia/facts.asp> 
 
 
 
1.27.  疾患名：腸チフス(Typhoid fever) 
 
病原菌の科学名：Salmonella typhi 
 
誘発される病気の一般名または通称：腸熱(enteric fever)、腸チフス(typhus abdominalis) 
 
病原体の説明 

S. typhi はサルモネラ属の 1 種であるため、その特徴の多くはサルモネラ中毒を誘発する上

記のサルモネラ菌と同じである。サルモネラ中毒と同様に、腸チフスは世界中でみられるが、工業

先進国では散発的症例が少数みられるに過ぎない。これらの症例は、その土地固有の症例ではなく

大部分が発展途上諸国の風土病領域からインポートされている。 
S. typhi は第三世界、特に糞尿で汚染された水中に広くみられる。毎年、数百万人が腸チフ

スに罹り、このうち何千人もが死亡する。この病原菌は好気性、運動性グラム陰性杆菌で、臨床検

査室で広く入手できる寒天培地で簡単に増殖される。しかしサルモネラ属の菌種間を区別するには

一定のスキルを必要とする。 
この病原体は最も一般的には、汚染された食物や水、保菌者の手で汚染された食物、および

人間同士の接触により伝染する。またハエが食物に感染させ、その中で菌が増殖して感染量に達す

ることもある。 
 
病原体が誘発する病気の症状とその診断 

腸チフスの潜伏期間は摂取した量に依存するが、通常は 1～3 週間の間である。腸チフスの

ある人は通常、103°～104°F（39～40℃）もの高熱が持続する。また罹患者には衰弱感があり、あ

るいは胃痛や頭痛、食欲不振を示す。患者が扁平でピンク色の斑点状発疹を示す場合もある。抗生

物質治療を受けない患者は何週間も何ヶ月も熱が持続することがあり、腸チフス患者の 20%もが感

染の合併症で死亡する。疾患が腸チフスであり、サルモネラ中毒などその他の胃腸病ではないこと

を確実に知る唯一の方法は、糞便か血液検体で S.typhi の存在の有無を検査することである。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

2 つの基本的行動で人が腸チフスに感染するのを予防することができる。すなわち危険な食

物や飲み物を避け、腸チフスのワクチン接種を受けることである。2 種類の認可腸チフスワクチン

があり、１つは経口（Ty21a）、もう１つは注射（ViCPS）で投与できる。経口ワクチンは腸チフス

菌に対する免疫を約 5 年間、注射ワクチンは 2 年間生じるため、これらの時期に追加免疫が必要と

なる。 
腸チフスは抗生物質による治療が奏効する。3 種の抗生物質、すなわちアンピシリン、トリ

メトプリム‐スルファメトキサゾール、シプロフロキサシン、がこの疾患の治療に広く処方されて
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いる。抗生物質の投与を受けた人は通常、2、3 日以内に快方に向かい、大過なく回復する。しか

し、抗生物質の被投与者のうち低率の人々が保菌者となる。このことは彼らが再発する可能性があ

り、また病原体をその糞便中に出し続けることを意味する。したがって、腸チフスの罹患者は全

て、回復した後に最低 3 回は検便を受ける必要がある。もし S. typhi が発見された場合は、この病原

体を発見できなくなるまで治療を続けなければならない。S.typhi の多剤抵抗性菌株が増加中である

ため、薬剤への感受性検査が各罹患者にとって必要となる。 
 S.typhi は数多くの殺菌剤、例えば 1%次亜塩素酸ナトリウム、70%エタノール、2%グルタル

アルデヒド、ヨウ素、フェノール系殺菌剤、ホルムアルデヒドなどに感受性がある。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無 
 CDC は全てのサルモネラ属をカテゴリーB の因子に分類している。テロに関しては、この病

原体は大部分の発展途上国でごく一般的であるため、テロリスト達がサルモネラ菌の取得は難しく

ないことを知るのは確実と思われる。さらに、簡単に使用できる寒天と担体で増殖が容易であり、

この病原体を汚染された食物や飲み物を通じてばらまくのは簡単である。S. typhi は未治療患者での

死亡率が他のサルモネラ属の菌種と比べて、20％以上対 1%未満と、はるかに高いためにテロリス

トにとって魅力があるかもしれない。しかし、抗生物質治療を患者が簡単に使用できる工業先進国

では、死亡率はやはり 1%未満である。そのため、この病原体が工業先進国で自分達の目的に役立

つ病原体であるとテロリスト達が認めるかどうかは疑問である。しかし万一テロリストグループが

何らかの理由で、ある発展途上国の国民への攻撃を望むとすれば、S. typhi は極めて破壊的な生物兵

器となりうる。 
 
情報源 
CDC factsheet: ＜http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/typhoidfever_g.htm#How%20can%20% 
you%20avoid%20typhoid%20fever＞ 
FDA Bad Bug Book:＜http://www.cfsan.fda.gov/~mow/chap1.html＞ 
 
 
 
1.28.  疾患名：発疹チフス(Typhus) 
 
病原菌の科学名：Rickettsia prowazekii(Rickettsia canadensis) 
 
誘発される病気の一般名または通称：リケッチア(Rickettsia)、シラミ発疹チフス(Louse-borne typhus 
fever)、流行性発疹チフス(Epidemic typhus)、古典的発疹チフス(Classical typhus fever)、ブリル‐ジン

サー病(Brill-Zinsser disease)、ヨーロッパチフス(European typhus)、シラミ発疹チフス(Louse-borne 
typhus fever)、発疹チフス(Jail Fever) 
 
病原体の説明 

他のリケッチア菌のように、R.Prowazekii は多形性グラム陰性、偏性細胞内バクテリアで、

サイズはわずか 0.3～1.5μm である。細胞内でしか生育しないため、この病原体を培養する最も簡
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便な方法は細胞内培養である。Vero 細胞や HeLa 細胞のようないくつかの細胞培養系列が適切であ

る。R.prowazekii は発育鶏卵培養でもよく増殖する。 
R. prowazekii はヒトの衣ジラミにより人から人に伝染する。この病気の発生は大部分の工業

先進国では今日、稀であり、通常、衣ジラミの蔓延が頻繁に生じる共同体や住民の間でのみ発生す

る（典型的には難民や囚人の集団で、特に戦争や飢饉の時期にみられる）。またこの病気はアフリ

カ、南米、アジア、メキシコの寒冷な山岳地帯で、特にシラミのはびこる衣服を洗濯しないため、

人から人へのシラミの伝播が多くなる低温の季節に散発的に発生する。シラミや、シラミのいる人

に接する危険の無い人々はこのような疾患に罹る可能性が低い。しかし発疹チフス患者の介護に携

わる医療従事者は感染シラミの糞便の吸入や皮膚内への接種により、シラミの運ぶ疾患に罹る危険

性がある。 
 
病原体により誘発される病気の症状とその診断 

発疹チフスの潜伏期間は 7 日～14 日の間である。疾患の初期徴候と症状には、突然の発

熱、頭痛、筋肉痛があり、続いて 5 日目と 6 日目に胴体上部から全身（顔面や手掌、足の裏を除

く）に拡がる斑状発疹の発現がみられる。この疾患は初期段階での診断が困難であり、しかも迅速

かつ適切な治療をしないと死に至る可能性がある。このケースの死亡率は治療をしなければ、10～
40%の間である。抗生物質を使用しても、今日、発疹チフスは特に発展途上国で相変わらず重篤か

つ生命を脅かす可能性のある感染病である。有効な治療法の存在と医療の進歩にもかかわらず、こ

の疾患の罹患者のおよそ 3%～5%が感染により死亡する。発疹チフスはブリル‐ジンサー病として

何年か後に再発することがある。 
 R.prowazekii は直接蛍光抗体法の使用により組織標本内で同定できる。病原体の DNA も

PCR を用いて診断に使用することができる。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

発疹チフスの罹病を予防する最善の方法は、シラミのいる人との密接な接触およびシラミの

一部を含んでいる食物を避けることである。シラミは DDT に耐性がある。シラミはマラチオンやリ

ンデンを感染者にかけることによって駆除できる。 
発疹チフスの認可ワクチンは無い。いくつかの未認可の実験的ワクチンが臨床試験中である

が、その有効性はまだ証明されていない。 
大部分のリケッチア病の治療は似通っており、テトラサイクリンの投与、あるいは第二選択

として、クロラムフェニコールの投与と支持療法が含まれる。治療は、臨床検査による確認を待た

ずに臨床上および疫学上の手がかりをベースに開始すべきである。 
 R.prowazekii は 1%次亜塩素酸ナトリウム、70%エタノール、グルタルアルデヒド、およびホ

ルムアルデヒドに感受性がある。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無 
 CDC は R.prowazekii をカテゴリーB の因子に分類している。ソ連が 1928 年に生物兵器計画

に着手したとき、R.prowazekii は生物兵器用に開発が試みられた最初の病原体であった。

R.prowazekii の生物兵器は実際には一度も実戦配備されなかったため、ソビエトの軍事科学者達はこ

の病原体がそれほど有益ではないことを知ったと思われる。動物により媒介される病原体の常とし
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て、これは生物兵器用に開発することが困難であると憶測できる。テロに関して云えば、テロリス

ト達が R.prowazekii を自分達に感染させるシラミを飼育して、感染シラミを標的地域まで輸送した

後、現地でそれらを放つという困難を切り抜ける可能性は極めて低い。彼らがこれらの困難を全て

切り抜けたとしても、この攻撃が成功するという保証は何もない。感染シラミが生き延びない可能

性がある。発疹チフスでは R.prowazekii の散布は、人込みで人から人に移動できる感染シラミに依

存する部分が大きいために、特にそうである。 
 
情報源： 
CDC factsheet:＜http://www/cdc.gov/travel/diseases/rickettsial.htm＞ 
Merck Manual:＜http://www.merck.com/mrkshared/mmanual/section13/chapter159/159b.jsp＞ 
 
 
 
1.29.  疾患名：ベネズエラウマ脳炎（Venezuelan equine encephalitis-VEE） 
 
病原菌の科学名：VEE ウイルスはトガウイルス科のアルファウイルス属の１種である。 
 
誘発される病気の一般名または通称：ベネズエラウマ熱(Venezuelan equine fever) 
 
病原体の説明 

VEE ウイルスは南米北部、トリニダード、中米、メキシコおよびフロリダの風土病であ

る。これは主にアメリカ大陸北部と南西部の家畜流行病として発現している。1970 年～71 年に、

VEE は中米から米国へと拡がった。人間の中で、小児は VEE に起因する中枢神経系の感染症を発症

する危険性が最も高い。 
蚊が VEE の伝播ベクターの役目を果たす。VEE にはコウモリ、鳥類、げっ歯類、ウマ属

（ウマ、ロバ、ラバ）、および一部の熱帯ジャングルの哺乳類に人畜共通の貯蔵庫がある。げっ歯

類やその他小型動物は熱帯林、湿地、沼沢地帯のウイルスの地域的貯蔵における最も重要な増幅装

置である。ウマは大規模な流行の発生で最も重要な増幅宿主である。人とウマは幅広い様々な媒介

蚊、例えば家蚊(Culex)、ヌマカ(Mansonia)、Psorophora、ヤブカ(Aedes)属などにより感染する。しか

し、人間にとって主なベクターはネッタイシマカ(Aedes aegypti)である。人は自然界における正常な

動物‐蚊‐動物のサイクルの偶発的行き止まり感染として感染する。感染患者の血中ウイルス負荷

が蚊に感染させるために必要な閾値を超えることがあるため、一部の流行で人‐蚊‐人の伝播が疑

われてきた。 
 
病原体により誘発される病気の症状とその診断 

VEE の潜伏期間は通常 2 日～6 日の間であるが、1 日というように短いこともある。この疾

患はインフルエンザ様の症状を示し、例えば重篤な頭痛、寒気、発熱、筋肉痛、眼窩後部の疼痛、

嘔気と嘔吐の急激な発現がある。大部分の VEE 感染症は軽度であり、症状は 3～5 日で消失する。

しかし、少数の例では、大部分が小児であるが、この疾患は脳神経系の発病、例えば見当識障害、

痙攣、麻痺、昏睡および死亡などを含む脳炎へと進行する。VEE の死亡率は 1%未満である。 
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VEE は節足動物媒介ウイルス熱の症状が無いかをモニタリングすることにより臨床的に診

断できる。ただし、確定診断のためには、VEE ウイルスの血清同定を、抗体タイターの測定により

行う必要がある。さらに、PCR および ELISA 法を VEE 抗体を同定するために応用することができ

る。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

TC-83 と指定された IND（治験新薬）ワクチンは、検査室での感染予防に使用されてきた弱

毒化された生ワクチンである。 
支持療法以外に VEE に固有の治療法は無い。 
VEE ウイルスは数多くの殺菌剤、例えば 1%次亜塩素酸ナトリウム、2%グルタルアルデヒ

ド、ホルムアルデヒド、70%エタノールなどに感受性がある。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無 
 CDC は VEE をカテゴリーB の因子に分類している。しかしテロリストがこの病原体を生物

兵器用に取得するかどうかは疑問である。特に、テロリスト達が蚊を飼育し、VEE ウイルスに感染

した血液を蚊に与え、感染した蚊を標的地域に輸送した後、現地で放すという困難を切り抜ける可

能性はきわめて低い。これらの障害を全て切り抜けたとしても、攻撃が成功する保証は何もない。

感染蚊がストレスや見知らぬ環境への適応能がないために自然死する可能性がある。 
 
情報源 
CBWInfo:＜http://www/cbwinfo.com/Biological/Pathogens/VEEV.html＞ 
Emerging Infectious Diseases:＜http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol10no12/04-0393.htm＞ 
 
 
 
1.30.  疾患名：西部ウマ脳炎（Western equine encephaliotis-WEE） 
 
病原菌の科学名：WEE ウイルスはトガウイルス科のアルファウイルス属の１種である。 
 
誘発される疾患の一般名または通称： 
 
病原体の説明 

WEE と EEE（上記セクション 1.8 に記載）は極めて似通っている。米国内で、WEE はあら

ゆる年齢層で全国的に発生しているが、症例数の比率が突出しているのは 1 歳未満の乳児である。

EEE は米国東部で、主に幼児と 55 歳以上の人々に発生し、WEE より死亡率が高い。1 歳未満の乳児

では、両タイプとも重篤となる傾向があり、永続的な神経系の後遺症を伴う。両タイプの流行はウ

マの動物間流行と関連がある。米国では、1964 年以降 639 例のヒトの WEE の症例が確認されてい

る。これはミシシッピー川の西側の一部の州および対岸のカナダの各州での風土病である。鳥類が

このウイルスの天然の貯蔵庫である。WEE の主なベクターは蚊のコガタアカイエカ近似種(Culex 
tarsalis)であるが、この病原体はそのほかにも 5 種類以上の属の蚊によって運ばれることがある。 



- 190 - 

 
 
 
 

 

 

47

 
病原体により誘発される病気の症状とその診断： 

WEE の潜伏期間は通常、5 日～15 日の間である。WEE は通常、髄膜症状を伴わずに発熱お

よび倦怠感をもたらし、また髄膜症状（発熱、頭痛、嘔吐、倦怠感、肩こり、背中の硬直）を誘発

し、脳機能障害（意識変容状態、性格の変化、痙攣、不全麻痺）および脳神経の異常を伴うことも

ある。 
症状には発熱、頭痛、悪寒、嘔気、嘔吐がある。このような疾患の罹患率は成人より乳児の方が高

い。致死率は 3～4%。 
WEE の診断は通常、病人から採取した脳髄液の検査結果に基づく。この疾患を暗示するい

くつかの特徴があり、これには正常なグルコース値、および培養で細菌が存在しないことが含まれ

る。WEE ウイルスはときに脳髄液、あるいはその他の組織から直接、分離されることがあるが、こ

れができるのは症例の半数以下である。ウイルスが発見される場合、これは脳髄液中の特異的ウイ

ルス DNA を検出するポリメラーゼ連鎖反応法により正確に同定することができる。あるいは、急

性期および回復期の血清の組み合わせで WEE 特異的抗体の増加を検出できるが、この方法は迅速

診断には実用的ではない。 
 
病気の予防、治療、除染方法 

人用の認可ワクチンは無い。いくつかの IND ワクチンがある。WEE 固有の治療法が無いた

め、支持療法のみこの疾患の罹患者に行うことができる。 
WEE ウイルスは、数多くの殺菌剤、例えば 1%次亜塩素酸ナトリウム、2%グルタルアルデ

ヒド、ホルムアルデヒド、70%エタノールに感受性がある。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無 
 CDC は WEE をカテゴリーB の因子に分類している。しかしこの病原体を生物兵器用に取得

するテロリストがいるかどうかは疑問である。特に、テロリストが蚊を飼育し、WEE ウイルスに感

染した血液を蚊に与え、感染した蚊を標的地域に輸送した後、現地で放すという困難を切り抜ける

可能性はきわめて低い。これらの障害を全て切り抜けたとしても、攻撃が成功する保証は何もな

い。感染蚊がストレスや見知らぬ環境への適応能がないために自然死することが考えられる。 
 
情報源 
CDC factsheet: <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/arbor/weefact.htm> 
EMedicine factsheet: <http://www.emedicine.com/med/topic3156.htm> 
 
 
 
 

2.  生物兵器テロの可能性のある動物疾患 
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2.1.  疾患名：アフリカ馬疫（African Horse Sickness：AHS） 
 
病原菌の科学名：AHS ウイルスは、Reoviridae 科 Orbivirus 属である。 
 
誘発される疾患の一般名または通称：Perdesiekte、Pestis Equorumおよび La Peste Equina 
 
病原体の説明： 

AHS は、主に馬を襲うが、イヌなどの他の動物も本症に罹患しやすい。本症は、まだ特定

されていない直径 55～70nm のオルビウイルスによって引き起こされる。これまで、科学者らは本

ウイルスの免疫学的に異なる 9 つの型を特定している。 
本ウイルスの主な媒介動物は、Culicoides 属の小昆虫（midge）である。AHS は、接触感染

性ではない。本症は、媒介動物の繁殖に好都合な天候である雨季および暖季に発生する傾向があ

り、霜が降り始めると消失する。 
 
病原体により誘発される病気の症状とその診断： 

AHS には、3 つの臨床症状がみられる。1 つは急性呼吸器型 AHS であり、潜伏期間 3～5
日、小葉間水腫および心膜水腫を特徴とし、約 1 週間で死に至る。40～42℃（104～107°F）の発熱

が 1～2 日間続いたのち、呼吸困難、痙咳および鼻孔拡張がみられ、動物は開脚し、頭部を伸張した

状態で起立する。結膜が充血し、眼窩上部が腫脹する場合がある。酸素欠乏症による死亡が呼吸器

型 AHS の一般的転帰である。AHS に接触したイヌは、通常、呼吸器型に罹患する。 
剖検時、肺水腫がみられ、特に小葉内の間隙で顕著である。肺は膨張し重く、気管、気管支

および細気管支に泡状の液体がみられる場合があり、場合によっては胸水を伴う。胸部リンパ節は

浮腫状で、胃底がうっ血する場合がある。通常、心病変は顕著でないが、心膜に点状出血がみら

れ、心膜液の貯留を認める。腹部臓器がうっ血する場合がある。また、鼻孔から泡状の滲出液が出

る場合がある。  
2 つめの心臓型 AHS は亜急性型であり、急性呼吸器型 AHS よりも潜伏期間が長く（1～2 週

間）、経過が長引く。心臓型 AHS では、発熱し（39～41℃）、長くとも 1 週間持続したのち、本疾

患型の特徴である眼窩上部の腫脹がみられる。通常、腫脹は眼瞼、顔面組織、頚部、胸部、胸前お

よび肩に及ぶ。心臓型 AHS の死亡率は 50～70%であり、通常、症状発現後 1 週間以内に死亡する

が、仙痛が先行する場合がある。 
3 つめの発熱型 AHS は、軽度ないし不顕性の感染症であり、潜伏期間は 4 日間から 14 日間

まで様々である。多くの場合、発熱型 AHS の唯一の臨床徴候は、39～40℃の体温上昇であり、午前

より午後にみられることが多い。その他の臨床徴候には、粘膜充血、食欲不振および抑うつが挙げ

られる。発熱型 AHS に罹患した動物はほぼいずれも、完全に回復する。 
流行地域において獣医らは、通常、臨床徴候に基づいて AHS の暫定的診断を行うが、確定

診断、ならびに人畜共通感染症の制圧対策に重要である血清型の同定には臨床検査による裏づけが

きわめて重要である。 
 
病気の予防、治療、除染方法： 
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本ウイルスは、pH を 6 以下または 12 以上に調節した水溶液、ならびにホルマリン、β-プ
ロピオラクトン、アセチルエチレンイミン誘導体（acetylethyleneimine derivative）およびガンマ線照

射により不活化される。 
一時的な AHS から生存した馬は、罹患した血清型に対し永続的な免疫を獲得するが、それ

以外の 8 つの血清型に対して、依然罹患しやすい。9 つの血清型すべてに対してワクチンがある。

これらのワクチンは、細胞培養由来のワクチンか、マウス脳由来の弱毒化ワクチンであり、長期間

持続する予防効果を生じる。不活化ワクチンも使用できるが、十分な免疫を得るには 2 回の投与が

必要である。これらのワクチンは、摂取部位に局所反応を生じ、予防効果の持続期間が短い。AHS
ウイルスの適切なサブユニットを含有する遺伝子工学的に改良されたワクチンが開発途上にあり、

近い将来、本症の制圧に対し、最も有効かつ安全なワクチンが提供される見込みがあると思われ

る。 
ある地域で AHS が初めてみられた場合、罹患動物を直ちに駆除すべきであり、罹患してい

ない近傍の動物に多価ワクチンを接種し、少なくとも 2 週間観察下に置かなければならない。罹患

動物から分離されたウイルスの血清型を特定したのち、多価ワクチンを接種した動物に特定のワク

チンを再接種しなければならない。また、殺虫剤および忌避剤を使用して媒介動物の管理を開始す

べきである。ワクチンが無効となる場合があるため、ワクチンを接種した馬を防虫処理した囲いに

収容すべきである。本症が発生次第、流行地域から本症が発生していない地域まで飛行する航空機

から殺虫剤を散布しなければならない。AHS が発生していない国々に輸入される馬などの罹患しや

すい動物は、2 カ月間隔離し、さらに本ウイルスについて検査しなければならない。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 一般に先進工業国では発生しない多くの動物疾患と同様、これらの国々の動物個体群は、

AHS ウイルスによる感染症にきわめて罹患しやすいと考えられる。しかし、本病原体は、昆虫とい

う媒介動物によって蔓延し、接触感染性ではないため、テロリストが本病原体を獲得し、戦略的に

使用しようとする可能性はきわめて低いと考えられる。 
 
情報源： 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/52600.htm&word=%c2%95%09African%2c
horse%2csickness> 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/AHS.htm> 
 
 
 
2.2.  疾患名：アフリカ豚コレラ（African Swine Fever：ASF） 
 
病原菌の科学名： African swine fever-like virus（現在のところ DNA ウイルスはまだ分類されていな

いが、Iridovirus の可能性がある） 
 
誘発される疾患の一般名または通称： 
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病原体の説明： 

ASF はアフリカで発生したが、現在までのところ、地域流行病となったスペインをはじめ、

世界の大部分に蔓延している。米国では報告されていない。ASF ウイルスは、リポ蛋白に被われた

大きな（約 200nm）正 20 面体の 2 本鎖 DNA ウイルスであり、主に特定の白血球型で複製する。本

ウイルスは、広範な pH（pH3.9～11.5）および凍結/融解サイクルにきわめて耐性がある。非常に頑

強なウイルスの１つであることが知られ、室温または 4℃で保存した場合に何カ月間も感染性を維

持することができる。本質的に、ASF ウイルスはブタ（ならびに仔ブタおよび親ブタなどの関連動

物）以外の種で容易に複製しないが、実験では他の動物種の細胞において増殖するよう適応させる

ことができる。 
 アフリカにおいて、ASF ウイルスは、イボイノシシの巣穴に生息し、そこから除去されるこ

とがまず考えられない媒介動物である Ornithodoros moubata（ヒメダニ）とイボイノシシとの自然の

伝播サイクルによって存続している。野生動物の保虫宿主から飼いならされたブタへのウイルスの

蔓延は、感染したヒメダニによる咬傷またはイボイノシシ組織の摂取のいずれかにより発生する。

本症がアフリカで存続する主な要因は、村落で放し飼いにされているブタが多数存在し、豚舎およ

びブタが集まる場所以外で媒介動物のヒメダニと接触するためである。 
ブタは、通常、感染ブタとの直接接触、あるいは未加工のブタ肉または肉製品を含有する廃

棄物飼料の摂取により、口鼻経路を介して感染する。主な感染経路は上気道であり、扁桃およびリ

ンパ節でウイルスは複製し、頭部および頚部に流れ、さらには血流を介して急速に全身感染が生じ

る。感染が定着すると、すべての組織において高濃度のウイルスが認められる。感染動物では、主

に上気道から多数のウイルスが排出され、動物の血液を含む分泌物および排泄物に認められる。 
本症の急性期から生存したブタは、本ウイルスを生涯保有するが、ウイルスを排出すること

はなく、子宮内の胎仔にウイルスを伝播することもない。また、関係する遺伝子型のウイルスに曝

露した場合、新たな急性疾患に対し耐性がある。本症の疫学における保菌動物の役割は不明であ

る。 
 
病原体により誘発される病気の症状とその診断： 

ASF のアウトブレイクを経験しているブタの群れにおいて、妊娠した雌ブタの流産が最初の

徴候であると考えられる。ASF の急性期の特徴として、5～7 日という短い潜伏期間のあと、高熱

（最高 42℃）を呈し、通常、7～10 日のうちに死亡する。罹患動物にきわめてよくみられる臨床徴

候は、食欲喪失、抑うつおよび横臥位である。それほど一般的ではない徴候として、耳、腹部およ

び脚の皮膚の充血、呼吸困難、嘔吐、鼻または直腸からの出血が挙げられ、場合によっては下痢が

みられる。ウイルスの型にもよるが、罹患動物はウイルスの毒力により重症度および分布が異なる

病変を発現すると考えられる。出血は、主にリンパ節、腎臓（多くの場合が点状出血）および心臓

で生じるが、他の臓器における出血の発生頻度および分布は様々である。一部の罹患動物では、脾

臓が肥大して脆く、胸膜、心膜腔および腹腔に淡黄色または血の混じった液体がみられ、あるいは

肺の浮腫およびうっ血を認める場合がある。ASF の慢性型は、羸痩、関節の腫脹および呼吸器障害

を特徴とする。 
ASF は、臨床検査または剖検により豚コレラ（Classical swine fever）（より一般的で、治療

可能な動物疾患）と区別することができないため、確定診断のため、疑いのある動物から採取した
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血液、血清、脾臓、扁桃、胃および肝臓のリンパ節の検体を関連の臨床検査所に提出する必要があ

る。 
 
病気の予防、治療、除染方法： 

ASF の治療法はなく、現在までのところ、本症に対してワクチンを開発する試みはいずれも

成功しなかった。したがって、予防対策は、感染し生存しているブタまたはブタ肉製品を ASF が発

生していない地域に持ち込まないよう徹底させることに依存する。一旦 ASF が発生すれば、ASF の

撲滅は、迅速な診断、さらには感染しているという前提のもと全動物の殺処分および適切な廃棄を

行うことにかかってくる。輸送および廃棄物飼料の処理に対する適切な管理をはじめ、人畜共通感

染症の衛生対策も適用すべきである。アウトブレイクの現場において ASF が終息したと考えられれ

ば、特定管理区域内のすべてのブタ農場において、血清学的調査を行い、感染したブタをすべて特

定するよう徹底すべきである。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 

米国では発生しない他の動物疾患と同様、米国のブタおよび仔ブタの個体群は、ASF ウイル

スによる感染症にきわめて罹患しやすい。しかし、本病原体は、感染ブタとの直接接触、あるいは

未加工のブタ肉またはブタ肉製品を含有する廃棄物飼料の摂取によって蔓延するため、テロリスト

が例えばブタ飼料を汚染することにより本症を蔓延させようとするおそれがある。米国への ASF の

意図的な持ち込みによる経済的ダメージは、何十億ドルになると考えられる。 
 
情報源： 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/53200.htm&word=%c2%95%09African%2cs
wine%2cfever> 
Bayer Gray Book: http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/ASF.htm> 
 
 
 
2.3.  疾患名：ブルータング病 
 
病原菌の科学名：ブルータングウイルスは、Reoviridae 科 Orbivirus 属である。 
 
誘発される疾患の一般名または通称：Sore muzzle、pseudo foot-and-mouth disease、muzzle disease 
 
病原体の説明： 

ブルータング病は、ヒツジ、野生反芻動物、まれにウシ、ヤギおよび肉食動物における非接

触感染性のウイルス性疾患である。ブルータングウイルス感染は、本症よりもはるかに多くみられ

る。ブルータングウイルス感染およびブルータング病は、南極大陸以外の国々で報告されている。 
世界的にブルータングウイルスには 24 の血清型があり、米国では 5 つの型が報告されてい

る。現在米国で判明している 4 つの血清型は、10 型、11 型、13 型および 17 型である。血清型 2 型
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は、1980 年代初頭にフロリダおよびアラバマで短期間に報告された。本ウイルスは液体溶媒に耐性

があるが、これはエンベロープのないウイルスの特徴である。また、本ウイルスは比較的酸に不安

定であり、－10～－20℃（14～4°F）での緩慢な凍結は、本ウイルスに悪影響を及ぼす。 
本症の分布は、反芻動物種間の主な伝播方法として作用する媒介動物である Culicoides 属の

昆虫によって限定される。米国において、本ウイルスは生物学的に、Culicoides variipennis 
sonorensis、すなわちヌカカによって反芻動物間で伝播する。これにより、本ウイルスの分布が米国

の南部および西部に限定される。ウシが一旦感染すれば、70～90 日もの長期間にわたりウイルス血

症を呈する。本ウイルスは赤血球に親和性があり、生涯にわたりこれらの細胞内で生存する。した

がって、ウシはウイルスにとって保虫宿主の役割を果たす。感染した雄ウシは、精液を介して雌に

本症を蔓延させると考えられる。ブルータングウイルス感染の血清学的な証拠は、アフリカの多数

の肉食動物において確認されている。多数の肉食動物における感染は、ウイルスに感染した内臓の

摂取によって生じることが示唆された。 
 
病原体により誘発される病気の症状とその診断： 

ヒツジにおけるブルータング病の通常の潜伏期間は、5～10 日である。臨床徴候は、発現の

時間的順序からみて、浅速呼吸を伴う呼吸困難、口唇、鼻口部および耳の充血、107.5°F（42℃）

に達する発熱、抑うつ、ならびに口腔粘膜、特に角質板（dental pad）の炎症、びらんおよび潰瘍が

ある。体温は、 初の上昇ののち、4～12 日間高い状態で推移する場合がある。体温の 初の上昇

から 24 時間以内に、過度の流涎を呈し、口から泡を吹くが、これは頬粘膜および鼻粘膜の充血およ

び腫脹に関係している。その他の徴候として、腫脹しチアノーゼを呈する舌（ブルータング）、蹄

冠炎による跛行および広範な筋壊死、斜頚、嘔吐、肺炎、結膜炎および脱毛がある。 
米国のヒツジにおける死亡率は、 高 30%まで多様であるが、より毒性の強いアフリカのウ

イルス株によって引き起こされる死亡率よりもはるかに低い。ウシは、不顕性感染を示す場合が多

い。まれにみられるウシの臨床例は、口腔の小胞性および潰瘍性病変、知覚過敏、小胞性および潰

瘍性皮膚炎を特徴とする。罹患しやすいウシおよびヒツジが妊娠中に感染した場合、流産するか、

奇形の仔ウシおよび仔ヒツジを出産する可能性がある。奇形には水無脳症または孔脳症があり、出

世時に運動失調および視覚消失をもたらす。オジロジカおよびプロングホーンは、突然死に至る重

度の出血性疾患を発症する。妊娠したイヌは流産するか、死産仔を出産するが、通常 3～7 日後に死

亡する。 
ブルータング病の臨床徴候は、推定診断の根拠となるが、確定診断は発育鶏卵、罹患しやす

いヒツジまたは細胞の培養における分離によるか、あるいはポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法によ

りウイルスの同定に基づく。また、乳飲みマウスまたはハムスターの大脳に感染の可能性がある物

質の検体を接種することによりウイルスを確認することができる。陽性の場合、特定の抗血清を用

いる蛍光抗体法、ウイルス中和試験、個体群または血清型特有の遺伝子の相補的な遺伝子配列によ

るハイブリダイゼーションにより分離株を確認することができる。推定に基づく間接的な検査法と

して、回復した動物から採取したペア血清（急性期および回復期）における血清中和抗体価の上昇

の確認がある。その他の血清学的検査法には、ELISA、寒天ゲル免疫拡散法、ゲルにおける溶血試

験法、補体結合法およびウイルス中和試験がある。 
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感染したヒツジではクレアチニンキナーゼ値が上昇し、多くの場合、硬直の徴候より前にみ

られ、筋壊死を伴う。剖検では、粘膜のびらんおよび潰瘍、蹄冠炎、肺大動脈の出血および横紋筋

の壊死といった病変がみられる。 
 
病気の予防、治療、除染方法： 

南アフリカに限り、ブルータング病を予防するワクチンが広く使用されている。細胞培養で

増殖させたウイルスの 1 価（血清型 10 型）の改良生ワクチンを米国全土におけるヒツジに使用する

ことができる。過去の調査では、感染症を引き起こす血清型が主に 11 型および 17 型であることが

示されている。したがって、カリフォルニアでは、血清型 10 型、11 型および 17 型に対し、細胞培

養したウイルスの 1 価ワクチンがヒツジに使用することができる。媒介動物である Culicoides 属の

昆虫は、ワクチンのウイルスを吸い上げ、他の動物に伝播する可能性があるため、媒介動物がみら

れる季節に改良生ワクチンを使用してはならない。ワクチンのウイルスが現地のウイルス株と再集

合し、新たなウイルス株を生じることを示す証拠が多数ある。胎児奇形を生じる可能性があるた

め、妊娠した雌ヒツジに対し、妊娠 100 日目までワクチンを接種してはならない。仔ヒツジの受動

免疫は、4～6 カ月間持続すると考えられる。アウトブレイクにおいて、ワクチン接種の判断は、そ

の時点で感染症を引き起こしているウイルスによって異なる。感染症を引き起こしているもの以外

の血清型のワクチンを使用しても、予防効果はほとんどまたは全くない。また、媒介動物の状態、

ワクチンのウイルス、あるいは現地のウイルスとワクチンのウイルスとの再集合による新たなウイ

ルス株に対する感受性の高いヒツジが曝露することの有効性および可能性に関する判断も下す必要

がある。感染力のないワクチンが開発されているが、まだ市販されていない。 
殺虫剤を含浸させた耳タグを用いるか、貯水池の水位を上下調節するか、あるいは夜間は動

物を納屋に移動させることにより、媒介動物を抑制することできる。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 一般に先進工業国では発生しない多くの動物疾患と同様、これらの国々の動物個体群は、ブ

ルータングウイルスによる感染症にきわめて罹患しやすいと考えられる。しかし、本病原体は、昆

虫という媒介動物によって蔓延するため、テロリストが本病原体を獲得し、戦略的に利用しようと

する可能性はないと考えられる。 
 
情報源： 
Merck Veterinary 
Manual:<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/54300.htm&word=%c2%95%09Blue
tongue> 
Bayer Gray Book: http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/BLT.htm> 
 
 
 
2.4.  疾患名：牛海綿状脳症（Bovine Spongiform Encephalopathy：BSE） 
 
病原菌の科学名：プリオン 
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誘発される疾患の一般名または通称：プリオンは、攻撃する動物によって種々の疾患を引き起こ

す。したがって、ヒトではクロイツフェルト・ヤコブ病（Creutzfeldt-Jakob Disease：CJD）またはゲ

ルストマン・シュトロイスラー症候群（Gerstmann-Sträussler Syndrome：GSS）、ウシでは牛海綿状

脳症（BSE）、ヒツジではスクレイピー（Scrapie）、ならびにシカおよびヘラジカでは慢性消耗病

（Chronic Wasting Disease：CWD）を引き起こす。 
 
 
病原体の説明： 

プリオン病を引き起こす病原体、プリオンは、細菌およびウイルスなどのよく知られている

病原体とは非常に異なる。現在までのところ、科学によりプリオンおよびその伝播方法の特徴を完

全に解明することはできていない。判明していることは、感染した脳などの臓器において疾患特異

的な蛋白質が同定され得るということである。「スクレイピープリオン蛋白質（scrapie prion 
protein）（PrPSc）」（BSEでは「BSEプリオン蛋白質」という）であるこの蛋白質は、通常体内に

発生する同じ蛋白質の正常型であるPrPCに由来する。疾患特異的なPrPScおよび正常なPrPCの2つの

蛋白質は異なる立体構造を有し、さらにPrPScはヒト胃内で分泌される消化酵素による分解に対して

抵抗性を示すのに対し、PrPCは消化酵素によって完全に分解されるという点で異なる。 
多数の研究の結果、現在、科学者らはPrPScがプリオン病原体の構成成分であると結論付け

ている。しかし、一部の科学者は、PrPScが完全な病原体であると考えている。この学説によると、

貫通性のPrPScによって引き起こされた感染は、PrPCをPrPScに変換させる。新たに形成されたPrPSc
は、今度はPrPScとして、さらに多くのPrPCをPrPScに変換させることができる。これは、PrPScの生

成の急激な増大、 終的には脳の不可逆的損傷を引き起こす破壊的な連鎖反応につながる。特に、

本症の経過におけるPrPScの増加は、感染性の増大と相関している。 
プリオン病は種間伝播するが、先進工業国では主にヒツジ、ウシ、シカおよびヘラジカのほ

か、少数のヒトが感染している。本症は、通常、プリオン病に感染した動物の一部によって汚染さ

れた飼料を介して蔓延し、ヒトではプリオン病のため死亡したヒトの一部を食するヒトによって蔓

延する。 
 
病原体により誘発される病気の症状とその診断： 

BSEは、不可避的に死に至る中枢神経系の緩徐な変性を引き起こす。感染から 初の臨床症

状の発現までの経過時間は長く、一般にヒツジで2～4年、ウシは3～6年、ヒトでは10年以上に及

ぶ。多くの場合、初期の臨床症状は特異的でなく、ウシでは乳生産の低下が挙げられる。後期の臨

床症状には、臆病および運動障害がある。一般に、症状が発現すれば、数カ月以内に死亡する。 
 剖検では、脳の検査により罹患脳の様々な領域に小さな孔を認め、その数は本症が進行する

につれ増加し、脳が「海綿状」に見える。このような海綿状変化とは別に、特定の抗体を用いて処

理し、適切に染色した場合に顕微鏡下（いわゆる免疫組織化学法）でみられる疾患特異的なプリオ

ン蛋白質の沈着が認められる。 
プリオン病の診断方法には、臨床検査、感染性の証拠、脳の肉眼的検査および免疫組織化学

法、ならびに感染因子に特異的な蛋白質の同定が含まれる。 
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 欧州では、欧州委員会がプリオン病に対する5つの診断検査法を認可している。いずれも抗

プリオン蛋白質抗体を用いる。このうち4つは、異常蛋白質がプロテイナーゼKによる消化に対して

抵抗性を示すが、正常な異性体は抵抗性を示さないことに依存する。5つめの検査方法は、天然状態

とアンフォールドした状態におけるプリオンの抗原-抗体結合親和性を比較するプロテイナーゼ処理

を行わない方法を用いる。これらの検査方法により、わずか数時間以内に疾患特異的なプリオン蛋

白質を同定することができる。現在、米国では認可された迅速な検査方法がない。 
抗体を用いない診断方法のうち、 も正確な方法は、試験動物における感染性の検出であ

る。検査を行うに当たり、疑われる感染性物質をマウスなどの実験動物の脳に直接注入する（マウ

スアッセイ）。長期インキュベーションののち（BSE の場合、約 8～12 カ月）、プリオンに感染し

た動物は発症し、死亡する。脳の検査では、特徴的な海綿状変化がみられ、疾患特異的なプリオン

蛋白質が大量に認められる。検査が終了するまでに長時間を要するため、感染検査はルーチンの診

断に適さず、研究実験に限定される。 
 臨床症状の発現後、屠殺した動物における BSE の確定診断のため、死亡後、脳検体を検査

する場合がある。免疫組織化学法は精度、感度の高い方法であるが（この方法が「ゴールドスタン

ダード」と言われる）、終了するまでに数日から数週間を要するため、BSE の迅速な監視手段とし

て用いることはできない。 
 
 
病気の予防、治療、除染方法： 
 プリオン病に対するワクチンまたはタの予防薬はない。プリオン病を予防する 良の方法

は、プリオンに汚染された飼料の動物への給餌を避けることである。 
 プリオン病に対する特定の治療法はない。プリオン病の罹患が疑われるか、あるいは罹患が

判明している動物は屠殺し、死体は焼却などの方法により慎重に廃棄しなければならない。 
 プリオンは、熱および化学物質に対してきわめて高い抵抗性を示す。100℃まで加熱して

も、プリオンを完全に不活性化することはなく、一般的な消毒薬の多くは全く作用しない。プリオ

ンは、生物学的な分解に対しても抵抗性があり、例えば土壌では何年にもわたり完全な状態で生き

長らえる。 
 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 
 BSEプリオンは、バイオテロ法（Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002）に基づ

き、研究所にて本物質を利用できる者の身元調査をはじめ、特別なセキュリティ体制を要する80の
「選定物質（select agents）」の1つとみなされる。しかし、テロリストにとってプリオンが有益で

あるかどうかは疑わしい。この主な理由は、潜伏期間が20年以上と推測される原因物質よりもむし

ろ、短い潜伏期間で作用する病原体または毒物を選択すると考えられることである。 
 
 
情報源： 
プリオニクス（Prionics）: <http://www.prionics.ch/prionics-e.htm> 
CDC prion page: <http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/cjd/cjd.htm> 
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国際獣疫事務局（International Office of Epizootics）:  <http://www.oie.int/eng/maladies/fiches/a_B115.htm> 
 
 
 
2.5.  疾患名：豚コレラ（classical swine fever） 
 
病原菌の科学名：Flaviviridae 科 Pestivirus 属 
 
誘発される疾患の一般名または通称： hog cholera, swine fever, peste du porc, colera porcina, 
Virusschweinepest 
 
病原菌の概要： 

豚コレラは、アジアの大部分、中米および南米、ならびに欧州の一部およびアフリカで蔓延

している。米国をはじめ、大半の先進工業国において本症はみられない。 
豚コレラは、エンベロープを有する小さい RNA ウイルスによって引き起こされ、本ウイル

スは抗原的に、ウシのウシウイルス性下痢（bovine viral diarrhea：BVD）ウイルスおよびヒツジのボ

ーダー病ウイルスをはじめとする他の Pestivirus と関連付けられる。後者の 2 つのウイルスは、反芻

動物の個体群において蔓延しているが、ブタに感染する場合もあり、したがって、モノクローナル

抗体試薬を用いる臨床検査を行い、豚コレラと反芻動物における Pestivirus 感染とを識別しなければ

ならない。 
豚コレラウイルスは、ブタおよびイノシシにのみ感染するが、他の動物種において実験的に

感染を起こすことができる。ブタ細胞、特に PK15 の細胞株の培養において増殖するが、一般に培

養では明らかな細胞変性作用を生じることはなく、ウイルス増殖の検出には免疫標識法

（immunolabeling method）がきわめて重要である。本ウイルスの血清型は 1 つのみであるが、株間

にわずかな抗原変異性がみられる。 
本ウイルスは比較的壊れやすく、自然環境で感染力を維持することはなく、空気感染経路に

よって遠距離に蔓延することもない。しかし、本ウイルスは、特に低温または凍結保存した場合、

肉などの多湿で蛋白質の豊富な媒体、他の組織および体液中で長期間にわたり生存することができ

る。ウイルスの生存期間は、凍結させたブタ肉で数年、冷蔵または保存処理した肉では数カ月と報

告されている。 
主な感染経路はブタであり、生存ブタまたは生のブタ製品である。流行地域における主な問

題は、感染したブタの移動による疾患の蔓延であり、これは 終加工のためブタが大量に輸送され

る遠隔地でのアウトブレイクの原因であると考えられる。欧州の一部の地域では、イノシシの個体

群がウイルスを保有する場合があるが、依然として家庭で飼育されるブタがいるため、保有体とし

てのイノシシの重要性は不明である。 
そのほか重要なリスクとして、輸入されるブタ肉および肉製品によるウイルスの偶発的な持

ち込みがあるが、廃棄物飼料の給餌によってブタの食物連鎖に容易に入り込む。このことによっ

て、残飯の加熱処理に関する規制を実施することの重要性が強調される。本ウイルスは、調理によ

って容易に不活性化される。 
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車両運搬具、ならびにブタ農場を行き来する人（特に獣医）による機械的伝播も感染地域内

における重要な蔓延経路である。 
雌ブタが妊娠中に低度から中程度の毒性を有するウイルス株に感染し、その後回復した場

合、その仔ブタがウイルスを保有している危険性は高い。そのような保有体が必ずしも臨床徴候を

示すわけではない。したがって、豚コレラの存在について、原因不明の高度の生殖障害、先天性振

戦または他の先天性異常がみられる群れを調査することが特に重要である。 
 
病原体により誘発される病気の症状とその診断： 

本症は急性型および慢性型で発現し、毒性の程度は死亡率の高い重度から軽度または亜慢性

まで様々である。毒性の低いウイルス株は、特に診断上問題であり、このようなウイルス株による

感染の唯一の臨床徴候は繁殖能力の低下および神経学的欠損（例えば、先天性振戦）のある仔ブタ

の出産である。 
重度の急性型の特徴は、発熱、食欲不振および抑うつである。一般に、潜伏期間は 2～6 日

間であり、感染から 10～20 日後に死亡する。発熱（41℃以上）は疾患末期まで持続し、末期では体

温が正常以下になる場合がある。便秘もよくみられ、その後下痢を伴う。主病変は血管炎であり、

罹患ブタでは特に四肢の皮膚における出血およびチアノーゼとして観察される。また、全身紅斑が

みられる場合がある。脳神経系における血管炎は、協調運動障害または痙攣さえも引き起こす可能

性がある。剖検における主な所見は、特にリンパ節、腎臓、脾臓、膀胱および喉頭における広範な

点状および斑状出血である。特に脾臓において、梗塞がみられる場合がある。大半のブタは、囲管

性細胞浸潤（vascular cuffing）を伴う非化膿性脳炎を示す。 
慢性型では、ブタは 30 日以上生存する場合が多い。初期の急性発熱期に続き、一見回復を

見せるものの再発し、食欲不振、抑うつ、発熱および健康状態の進行性悪化を伴う。組織学的に胸

腺の萎縮およびリンパ球の枯渇を認める。腸管、特に回盲結合部付近において、ボタン状潰瘍が形

成される場合がある。 
獣医は、アフリカ豚コレラなどのブタにおける他の発熱性・出血性疾患、細菌性敗血症（例

えば、サルモネラ症、丹毒など）、抗凝固薬中毒（クマリン誘導体）、ならびに新生児の溶血性疾

患と豚コレラとの鑑別診断を行わなければならない。毒性の低いウイルス株の場合、仮性狂犬病、

パルボウイルス、BVD ウイルスおよびボーダー病ウイルス、豚サーコウイルス、ならびに非感染性

の原因を含め、繁殖能力の低下および先天性振戦を引き起こす様々な他の原因について検討する必

要がある。正確な診断および他の疾患との鑑別は、厳密な臨床検査にきわめて左右される。 
診断の確定には、血清学的検査がきわめて重要である。検査に適した組織は扁桃、上顎また

は顎下リンパ節、腸間膜リンパ節、脾臓、回腸および腎臓である。急性症例から採取した血液は、

ウイルスの分離および豚コレラ抗体の血清学的検査にも用いる場合がある。血清学的検査は、急性

疾患に関して有用であるとは考えられないが、先天的に感染した同腹仔を分娩した雌ブタを検査す

る 良の方法であると考えられる。 
凍結組織切片、特に扁桃の直接免疫蛍光法を用い、抗原の検出を行うことができる。切片の

判定には、きわめて熟練した経験豊富な職員を要する。主な利点は、検査結果が迅速なことであ

る。ELISA を用いて抗原の検出を行うこともでき、感染地域におけるウイルス血症に関するブタの

大規模なスクリーニングに有用であると考えられる。 
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ウイルスを分離するため、細胞培養物を組織懸濁液でインキュベートし、免疫蛍光法により

毎日ウイルスの存在を検査する。 終的な結果は、検査所にて検体を受領したのち 4～7 日後まで入

手できない場合がある。 
BVD およびボーダー病との鑑別診断検査として、ウイルス特異的なモノクローナル抗体を

用いるウイルスの特徴付けが行われる。抗原の検出またはウイルスの分離による検査における陽性

結果は、ウイルスの特徴付けが行われるまで確定すべきでない。 
臨床検体から豚コレラウイルスを検出するため、逆転写酵素ポリメラーゼ連鎖反応法により

核酸の検出を行う。この方法により、迅速に感度および特異性の高い結果が得られるが、まだ標準

化されておらず、一般に受け入れられていない。 
も広く用いられる血清学的検査は、ウイルスの中和および ELISA 法である。ELISA 法

は、大規模な血清学的検査、すなわちサーベイランスにより適している。ブロッキング ELISA 法

は、適切なモノクローナル抗体試薬を用いることにより、豚コレラ抗体を BVD 抗体と識別すること

ができる。現在、ワクチン接種によって得られる抗体を自然感染から生じる抗体とを識別すること

ができる方法はない。 
 
病気の予防、治療、除染方法： 

豚コレラに罹患した動物を治療すべきである。その代わり、確定症例および確定症例と接触

した動物を屠殺しなければならない。疾患対策に関する地域の規則にもよるが、これにはブタの移

動に対する地域規制を組み合わせた群れの屠殺、あるいはワクチン接種が含まれる場合がある。本

症を当局に報告することは、多くの国々において義務付けられている。 
現在のワクチンは弱毒化ワクチンの種類であり、ウサギ馴化’’C’’株または細胞培養から適合

させたウイルス株のいずれかである。これらは、臨床疾患のコントロールには有効であるが、原因

ウイルスを根絶することはなく、したがって、本症は不顕性に蔓延し続けることになる。このた

め、撲滅政策を取る国または地域では、ワクチン接種は適切ではない。遺伝子工学の方法を適用す

ることにより、将来開発される新種のワクチンがもたらされると考えられる。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無： 

豚コレラは、特に本症がみられない国々およびワクチン接種が実施されていない国々におい

て、破壊的な流行を生じる可能性を有し、これはブタの個体群全体が影響を受けやすいことを意味

する。アウトブレイクを早期に発見し、規制措置を迅速に開始してさらなる蔓延を防止するため、

認識および警戒がきわめて重要である。 
一般に先進工業国では発生しない多くの動物疾患と同様、これらの国々の動物個体群は、豚

コレラによる感染症にきわめて罹患しやすいと考えられる。本病原体は、感染ブタとの直接接触、

あるいは汚染された肉製品によって蔓延するため、テロリストが飼育場および飼料タンクにおいて

未加工のブタ肉またはブタ肉製品を含有する廃棄物飼料を散布することにより、米国への攻撃を開

始することは困難であると気付くことはないと考えられる。この行為が本症の潜伏期間内に大規模

に行われるおそれがあり、加害者が発見される確率はきわめて低い。このような攻撃は、結果とし

て数十億ドルもの経済的ダメージを生じると考えられる。 
 
情報源： 
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Merck Veterinary 
Manual:<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/53600.htm&word=%c2%95%09Clas
sical%2cswine%2cfever> 
Bayer Gray Book: http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/HOC.htm> 
 
 
 
2.6.  疾患名：牛肺疫（Contagious Bovine Pleuropneumonia：CBPP） 
 
病原微生物の学名：Mycoplasma mycoides mycoides 
 
本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名： 
 
病原菌の概要： 

CBPP は特にアフリカで蔓延しているが、南欧、中東およびアジアの一部をはじめ、世界の

他の地域でもみられる。アフリカでは、サハラ砂漠南縁のサヘル・スーダン諸国において、CBPP
による経済的影響が特に大きい。原因微生物は、マイコプラズマの小コロニー型（small colony 
type：SC type）（細胞壁のない細菌の形状）であり、ヒツジおよびヤギに対して病原性はあるが、

ウシに対して病原性はない。本症は、感染動物の咳の飛沫を非感染動物が吸入することにより蔓延

する。したがって、比較的接近した接触がなければ伝播は生じない。一般に、アウトブレイクは、

感染していない群れへの感染動物の移動の結果として生じる。回復した動物は、肺の壊死片

（pulmonary sequestrum）内に感染性微生物を保有していると広く考えられているが、これらの保有

体がストレスを受けた場合に、能動的に微生物を散布すると考えられる。 
CBPP による死亡率は、特に罹患しやすい群れで 100%に達する場合があるが、死亡率は約

50%というのが一般的である。回復した動物のうち、25%が様々な大きさの壊死片という形での慢

性肺病変において生存する病原体を保有すると考えられる。保有体を臨床的または血清学的に検出

することができないため、本症の管理計画において深刻な問題となっている。品種の易感染性

（breed susceptibility）、管理システムおよび動物の全身健康状態は、本感染症に影響を及ぼす重要

な要因である。 
 
本病原体が引き起こす疾患の症状およびその診断： 

CBPP の潜伏期間は様々であるが、大半の症例において、曝露から 3～8 週間後に症状が発現

する。M. mycoides mycoides（SC 型）は、in vivo でのみよく生存するが、普通の外部環境に曝される

と急速に不活化する。M. mycoides mycoides は、肉または肉製品において、あるいは開放環境におい

て数日間以上生存しない。日常的に使用される消毒薬の多くは、本病原体を効果的に不活化させ

る。 
急性症例における CBPP の臨床徴候には、 高 107°F（41.5℃）の発熱、食欲不振および痛

みを伴う呼吸困難がある。暑い気候では、多くの場合、罹患動物は日陰に独力で起立し、頭部をう

な垂れて伸ばし、背部をわずかに曲げ、肘を外側に向ける。胸部の打診は痛みを伴い、呼吸は速

く、浅く、腹式呼吸である。罹患動物を無理に素早く移動させると、呼吸はさらに窮迫し、軽い湿
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咳を生じる場合がある。本症は急速に進行するため、動物の状態が悪化し、呼吸がきわめて困難と

なり、呼気時にうめき声を発する。動物は横臥位になり、1～3 週間後に死亡する。慢性的に罹患し

たウシは、通常、3～4 週間にわたり様々な程度の徴候を示すが、その後病変は徐々に寛解し、回復

するように思われる。不顕性症例がみられるため、保有体として重要な場合がある。 
剖検所見として、胸腔に線維素の破片が混じった透明な黄色か濁った液体が 高で 10 リッ

トル含まれ、胸部の器官は厚い繊維素の沈着によって覆われている場合が多い。片肺または両肺に

おける罹患部分の量は多様であり、罹患部分は肥大し固い。薄切法において、灰色、黄色または赤

色の結合した肺小葉を囲む小葉間隔壁および胸膜下組織が拡大するため、胸膜肺炎の典型的な大理

石模様の外観が明らかである。顕微鏡的に、これは重度の急性線維素性肺炎であり、線維素性胸膜

炎、肺血管の血栓形成および肺組織の壊死部分を伴い、間質組織は大量の線維素を含有する浮腫液

によって著しく肥厚する。慢性症例では、病変の中央に厚い線維被膜によって孤立し壊死がみら

れ、さらに線維性の胸膜癒着がみられる場合がある。 
CBPP の診断は、臨床徴候、補体結合試験および剖検に基づく。診断の確定は、組織病理検

査、暗視野顕微鏡を用いる胸膜液中の微生物の検出、肺または胸膜液からの微生物の分離、あるい

は免疫拡散法または免疫蛍光法および抗ガラクタン高度免疫血清（hyperimmune antigalactan serum）

による肺組織における特定の抗原の証明による。不顕性症例は、補体結合試験を用いることによっ

て検出する。アウトブレイクが疑われる場合は直ちに、疑わしい動物の屠殺および剖検を行うこと

が望ましい。 
 
本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 

本症は、感染および曝露した全動物の屠殺により根絶してきた多くの国々において、法律に

より報告義務がある。ウシの移動を容易に制限することが可能な国々において、隔離、血液検査お

よび弱毒化ワクチン（例えば、T1/44 株）の接種により、本症を根絶することできる。ウシを隔離

することができない地域では、ワクチン接種により感染の蔓延を制限することできる。また、その

ような地域では、屠殺場で発見された感染したウシの出所の追跡調査、血液検査およびウシの移動

に関する厳重な規則の履行によって、本症の管理を促進することができる。 
本微生物が除去されることはなく、保有体が発症する場合があるため、本症の治療は流行地

域でのみ推奨される。チロシン 8の投与が有効であると報告されている。 
 
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 
 一般に先進工業国では発生しない多くの動物疾患と同様、これらの国々の動物個体群は、

CBPP 感染にきわめて罹患しやすいと考えられる。しかし、本病原体を増殖および保存することが

困難であり、比較的接近した接触により蔓延するため、テロリストが本病原体を入手し、戦略的に

使用することに関心を示すことはないと考えられる。 
 
精選参考文献： 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/121219.htm&word=%c2%95%09Contagious
%2cbovine%2cpleuropneumonia> 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/CBP.htm> 
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2.7.  疾患名：口蹄疫（Foot-and-Mouth Disease：FMD） 
 
病原微生物の学名：Picornaviridae 科 Aphthovirus 属 
 
本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名：Afta epizootica, Bek-en-klouseer, Fiebra aftosa, 
Fievre aphteuse, Maul-und-Klauenseuche 
 
病原菌の概要： 

FMD は、アフリカ、アジアおよび南米をはじめ、世界の多数の地域に特有の地方病である

ことが報告されている。米国における本症の 後の症例は、1920 年代中頃に発生した。 
FMD には免疫学的に異なる 7 つの血清型があり、A 型、O 型、C 型、Asia A 型、Southern 

African Territories 1 型、2 型および 3 型である。各血清型それぞれに、多様な抗原の特徴を呈する多

数の株があるため、各血清型、特に O 型および A 型については、抗原多様性に対処するために多数

のワクチン株が必要である。ウイルス株は、樹立されたワクチン株とのゲノム的な関連性および抗

原類似性によって特徴付けられる。 
本ウイルスは、pH 6.0～9.0 の範囲外の pH、ならびに乾燥および 56℃以上の温度により急速

に不活化されるが、残存するウイルスは動物の蛋白質（例えば、感染した乳汁における FMD ウイ

ルスの多くは、72℃、15 秒間の低温殺菌において生存する）と結合した場合、相当な時間生存する

と考えられる。FMD ウイルスは、エーテルおよびクロロホルムなどの液体溶剤に抵抗性を示す。本

ウイルスは、酸性およびアルカリ性の pH に対する感受性が高いため、水酸化ナトリウム、炭酸ナ

トリウム、ならびにクエン酸および酢酸により効果的に殺菌される。 
一般に、FMD の伝播は感染動物と易感染性の動物との接触による。感染動物は、呼気時に

多数のウイルスを吐き出し、呼吸器経路または経口経路を介して他の動物に感染する。感染動物か

らの排泄物および分泌物はいずれもウイルスを含有し、臨床徴候がみられるまでの 高 4 日間は乳

汁および精液に FMD ウイルスが存在する場合がある。気象条件にもよるが、特に相対湿度が 60%
以上の場合、ならびにウイルスが分散する表面の地形が乱気流を生じない場合は、FMD ウイルスの

エアゾール粒子が羽毛のように相当な距離にわたり蔓延することができる。FMD ウイルスは、感染

した乳汁を介して仔ウシに伝播し、感染した乳汁を輸送するミルクタンカーは、農場間における疾

患の蔓延に関与した。感染動物との接触後に飼料が汚染されるおそれがあり、FMD の医原性の蔓延

が報告されているが、トリおよびイヌなどの非易感染性の野生動物種による機械的な蔓延の可能性

はない。 
以前に感染がみられなかった地域に FMD が持ち込まれる典型的なシナリオは、ブタが感染

動物に由来する輸入飼料（肉、臓物または乳汁）を摂取し、さらに呼吸量の多いために呼吸器経路

による感染の可能性が も高い動物種であるウシに感染ブタからウイルスがエアゾールによって蔓

延する。FMD ウイルスは、夏では乾燥糞便中で 14 日間以上生存し、冬では懸濁液（スラリー）中

で 高 6 カ月、尿中では 39 日間、さらに土壌中では 3 日間（夏）から 28 日間（冬）まで生存する

ことができる。 
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感染から回復した反芻動物、ならびに生存した FMD ウイルスと接触するワクチンを接種し

た反芻動物は、依然として感染した状態にあり、咽頭領域におけるウイルスの保有期間はウシで

高 2.5 年、ヒツジで 9 カ月、さらにアフリカスイギュウでは一生と考えられる。実験的には、保有

体であるウシから易感染性の接触動物への伝播を示すことはできなかったが、現場条件下でこのよ

うな保有動物が本症の新たなアウトブレイクを発生させるという証拠はある。FMD ウイルスは、初

感染したウシの甲状腺細胞など、易感染性の組織の培養において、咽頭粘液および表層細胞の試料

（プロバングカップを用いて採取）を培養することにより、補体動物から回収することができる。

しかし、咽頭に認められるウイルスの量が場合によって様々であるため、単一の試料を用いての保

有体の確認におけるこの方法の信頼性はわずか 50%である。 
一般に、本ウイルスの主要な感染および複製の部位は呼吸器官の粘膜であるが、本ウイルス

は皮膚の擦過傷または胃腸管より侵入することができる。その後、局所リンパ節において複製が生

じ、さらに血流を介して口腔、鼻口部、脚および乳頭の上皮の部位、ならびに損傷した皮膚（例え

ば、コンクリート上で飼育され、跛行するブタの膝および飛節）の領域に感染が蔓延する。このよ

うな部位で小水疱が生じるが、通常 48 時間以内に破裂する。ウイルス血症は、約 5 日間持続する。 
 FMD は、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、スイギュウおよび偶蹄類の野生動物種におけるきわ

めて感染性の高いウイルス感染症である。本症の特徴は、発熱、口腔内、鼻口部、乳頭および脚に

おける小水疱、若齢動物における死亡である。シカおよびアンテロープ、ゾウおよびキリンの動物

種はいずれも FMD に感染しやすいが、ラクダは自然感染に対して抵抗性を示す。アルパカおよび

ラマなど、より小さいラクダ科の動物は FMD に感染しやすいが、人畜共通感染症における重要性

はほとんどないと考えられる。ラクダ、マウスおよびモルモットは、実験的に感染させることがで

きる。 
 
本病原体が引き起こす疾患の症状およびその診断： 

FMD の潜伏期間は 2～14 日であり、感染量、宿主の易感染性およびウイルスの株によって

異なる。臨床徴候はヒツジおよびヤギに比べ、乳牛および集約的飼育のブタで重症度が高く、小型

反芻動物では FMD が無視されるか、誤診されることが多かった。潜伏期間に続き、 高 107°F
（41.5℃）の発熱がみられ、罹患動物は食欲不振となり、舌、歯茎（dental pad）、歯肉、口唇、な

らびに蹄冠帯および趾間の裂け目に小水疱が生じるにつれ、唾液の分泌が過剰になり、足を踏み鳴

らす。特に泌乳するウシおよび雌ブタの乳頭および乳房、ならびにブタの脚など、圧力および外傷

を受けた皮膚の部分にも小水疱が発現する場合がある。若齢の仔ウシ、仔ヒツジ、仔ヤギおよび仔

ブタは、成長中の心筋細胞がウイルスによる損傷を受けるため、小水疱が発現する前に死亡する場

合がある。搾乳動物では、乳汁が劇的に減少し、全動物が健康状態の悪化および成長率の低下を示

すが、回復後も持続する場合がある。ヒツジおよびヤギは、蹄冠帯および口腔内にほんの少数の小

水疱を発現するだけの場合がある。口腔内の小水疱は、重度の場合でも、通常 7 日以内に治癒する

が、舌乳頭の回復には長期間を要する。乳腺および脚の病変は、二次感染に進展する場合が多く、

その結果、乳腺炎、足底の underrunning および慢性的な跛行が生じる。ブタでは、足指の完全な蹴

爪を喪失する場合がある。ウシおよびシカでも、片方または両方の蹴爪を喪失する場合がある。 
FMD の臨床徴候は、ウシおよびブタでは水疱性口内炎の徴候と、さらにブタでは豚水疱病

および水疱性発疹の徴候とほとんど区別することができない。あらかじめ検体提出の準備を整えた

のち、水疱上皮および水疱液の検体をリン酸緩衝生理食塩水（pH 7.4）にて FMD の診断の責任を負
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う国の研究所か、あるいは OIE/FAO の世界口蹄疫リファレンス研究所（World Reference Laboratory 
for FMD）（英国、パーブライト）に送付しなければならない。検体を 10%の懸濁液として調製

し、易感染性の組織培養物に接種し、ELISA により直接類別する。分離した FMD ウイルスは、既

存の FMD のワクチン株との抗原の比較により特徴を明らかにし、さらに 1D 遺伝子のセグメントに

おけるヌクレオチド配列を決定し、同じ領域における同じ血清型の他のウイルス株と比較し、考え

られるアウトブレイクの発生源を特定する。検体を可能な限り pH 7.4 に近づけて保存して FMD ウ

イルスおよび抗原の破壊を防止すること、ならびに病理試料および危険性物質の発想に関する国内

規則、該当する場合は国際規則に適合する 2 重の漏れ防止容器に確実に梱包することがきわめて重

要である。 
  
本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 

これまで FMD 未発生である国における本症の発生は、地域および国際貿易協定に重大な影

響を及ぼすおそれがある。FMD 未発生の多数の国々は、感染動物および易感染性の接触動物をすべ

て屠殺するという方針を持ち、感染が発生した敷地周囲の動物および車両の移動に関する厳格な規

制がある。屠殺後、当該敷地内または敷地付近で死体を焼却するか、埋葬し、建物を十分に洗浄

し、弱酸性またはアルカリ性の薬剤による消毒および燻蒸消毒を行わなければならない。追跡調査

を実施し、アウトブレイクの発生源、ならびに感染動物または動物製品、汚染された車両または人

間、あるいはエアゾールによって FMD ウイルスがすでに伝播しているおそれがある土地を特定す

る。FMD 未発生であり、このような対策が不可能な地域または国々において、移動規制、感染が発

生した敷地の隔離、ならびに感染した敷地周辺（場合によっては敷地内）におけるワクチン接種に

より蔓延を食い止める。これは、アウトブレイク後に多数の保有動物が残存し、さらに十分な期間

の隔離が行われず、それ以後の移動を防止できない場合があるという不利点がある。 
FMD が流行している国々では、ワクチン接種と酪農場内への FMD ウイルスの侵入防止とを

組み合わせることにより、特に生産性の高い乳牛を保護する。ワクチンを接種していない個体群に

おいて FMD の罹患率が高く、気象条件が本ウイルスのエアゾール感染に適している場合は、この

方法は困難であると考えられる。FMD のワクチンは死菌ワクチンであり、感染に対して十分な予防

効果を生じる期間はせいぜい 4～6 カ月である。しかし、それ以外に、それぞれの血清型における

FMD ウイルス株の抗原多様性が厄介な問題であり、したがって、考えられるアウトブレイクのウイ

ルス株と抗原的に類似するウイルス株がワクチンに含まれていることを確認する必要がある。そう

でなければ、異なるウイルス株を含むワクチンによって得られる免疫の持続期間がきわめて短くな

ると考えられる。ブタ用の FMD のワクチンには油性アジュバントが必要であるが、反芻動物用の

ワクチンは油性または水酸化アルミニウム/サポニンのアジュバントを含有する。現在、組織培養に

おける完全なウイルス増殖から得て化学的に不活化させたワクチン抗原に代わるものはない。 
  
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 
 一般に先進工業国では発生しない多くの動物疾患と同様、これらの国々の動物個体群は、

FMD 感染にきわめて罹患しやすいと考えられる。本病原体は、比較的容易に入手でき、輸送に耐

え、放出後は感染性がきわめて高く、攻撃の標的にされる国に対して莫大なダメージを生じるた

め、テロリストにとって本病原体は興味をそそる獲得物であると考えられる。例えば、インドにお

いて感染動物から FMD ウイルスを回収し、米国に輸送するために保持媒体にウイルスを入れ、さ
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らに飼育場または囲い収容されている動物の鼻および口吻に本ウイルスを含有する媒体を塗布する

ことはきわめて容易である。この種の攻撃は、何十億ドルもの経済的損失につながる可能性があ

る。先進工業国はいずれも、FMD ウイルスを利用する攻撃を受けやすい。 
 
精選参考文献： 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/51000.htm&word=fmd> 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/FMD.htm> 
 
 
 
2.8.  疾患名：高病原性鳥インフルエンザ（Highly Pathogenic Avian Influenza：AI） 
 
病原微生物の学名：Orthomyxoviridae 科 Influenzavirus 属 
 
本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名：Fowl plague 
 
病原菌の概要： 

インフルエンザウイルスには、A 型、B 型および C 型の 3 種の型がある。家畜（ウマ、ブ

タ、トリ）に感染するインフルエンザウイルスはいずれも、A 型に属する。A 型インフルエンザウ

イルスは、ヒトにおける深刻な流行を生じるきわめて一般的な型でもある。B 型および C 型インフ

ルエンザウイルスは家畜に感染しないが、ヒトにおいて軽度の感染を生じることができる。AI を引

き起こすインフルエンザウイルスは、世界のすべての地域で報告されている。他のインフルエンザ

ウイルスと同様に AI ウイルスも Orthomyxoviridae 科のウイルスである。 
インフルエンザウイルス粒子には、赤血球凝集能およびノイラミニダーゼ活性を有する等蛋

白の突起を伴うエンベロープがある。赤血球凝集素（HA）およびノイラミニダーゼ（NA）という

この 2 つの表面抗原は、例えば H7N2 のようにウイルス名において該当する番号とともに H および

N の文字を用いて、インフルエンザウイルスの血清学的同一性を示す根拠である。現在、A 型イン

フルエンザウイルスにおいて、15 種の赤血球凝集素抗原および 9 種のノイラミニダーゼ抗原が明ら

かにされている。 
トリの大半の種は、少なくとも A 型ウイルスのいくつかに感染しやすいように思われる。

これは種特異的な傾向があるため、特殊な分離株がシチメンチョウでは重度の感染を生じるが、ニ

ワトリなど他のトリ種では生じないと考えられる。したがって、AI の宿主範囲は分離株によって異

なると考えられるため、これについて概括することはできない。農場に存在した数種類の種のう

ち、単一のトリの種のみが感染したという農場でのアウトブレイクの報告によって、この仮定は裏

付けられる。 
移動性水鳥、海鳥または浜鳥が家禽への AI ウイルスの伝播を担うという仮説を裏付けるき

わめて多数の状況証拠がある。本ウイルスが群れに伝播すると、少し例を挙げるだけでも、感染し

たトリ、汚染された設備、卵の平箱、飼料用トラックおよび作業員の移動などによって他の群れに

蔓延する。感染したトリの糞便および呼吸器分泌物から容易に、大量のウイルスを分離することが
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できる。複数のトリが至近距離におり、適当な空気の移動を伴っていれば、空気感染が生じる場合

がある。結膜嚢、鼻孔または気管へのウイルスの注入により、トリは容易に感染する。実地および

実験による予備的な証拠によって、本症のピークにおいて雌が産卵した卵の卵黄および卵白からウ

イルスを回収できることが示される。 
 
本病原体が引き起こす疾患の症状およびその診断： 

AI の潜伏期間は 3～7 日であり、分離株、接種量、種および年齢によって異なる。ニワトリ

における AI 感染症の臨床徴候は、羽毛の逆立を伴う顕著な元気消失、食欲不振、過剰な口渇、産卵

停止および水様便である。AI に感染する成熟したニワトリでは、鶏冠、肉垂の腫脹および眼周囲の

浮腫がみられる。鶏冠は、先端がチアノーゼとなる場合が多く、表面には血漿または血球の小胞が

みられ、斑状出血および壊死病巣の黒ずんだ部分を伴う場合がある。下痢は、水様の淡緑色のもの

から、ほぼ完全に白色になるまで悪化する。頭部の浮腫がある場合は、頚部の浮腫を伴う場合が多

い。結膜のうっ血および腫脹がみられ、出血を伴う場合もある。飛節と飛節より下部の脚にびまん

性出血の部分がみられる場合がある。呼吸器系の徴候は、気管への波及の程度により、本症の重要

な特徴である可能性がある。粘液の蓄積は多様である。ケージで飼育する産卵鶏において、本症が

鶏舎の限局した領域で発生し、隣接したケージに蔓延する前にほんの少数のケージのトリが重度に

罹患することは珍しくない。発症後に産卵された卵に卵殻がない場合が多くみられる。早くて 初

の徴候から 24 時間以内に死亡する場合があるが、48 時間以内の死亡がさらに多くみられる。場合

によっては、罹患した雌トリが回復することもある。 
シチメンチョウにおける AI は、ニワトリの徴候とほぼ同じであるが、2～3 日長く持続し、

副鼻腔の腫脹を伴う場合がある。 
AI に罹患したアヒルにおける元気消失、食欲不振および下痢の徴候は、雌トリでの徴候と

ほぼ同じであるが、副鼻腔の腫脹がみられる場合が多い。若齢のトリは、神経症状を発現する場合

もある。 
AI に感染した群れの予後は不良である。罹病率および死亡率は、 初の徴候から 2～12 日

以内でほぼ 100%と考えられる。生存したトリは、通常、健康状態が不良である。産卵の再開によ

って示される回復には数週間を要する。 
 
本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 

1966 年以降、ヒトにおけるインフルエンザの治療薬として承認された塩酸アマンタジン

は、飲水投与した場合に家禽の損害を低減することにおいて有効であることが示されている。しか

し、薬剤耐性ウイルスがすぐに出現し、 初の薬効を無効にする。したがって、本剤の家禽におけ

る使用はもはや推奨されない。 
不活化した油性乳剤ワクチンは非常に高価であるが、ニワトリおよびシチメンチョウにおい

て、死亡率の低減、本症の予防、あるいは両方に有効であることが証明されている。しかし、これ

らのワクチンは、一部のトリ個体群において感染を予防しない場合がある。もともと無毒性のウイ

ルス株または弱毒化したウイルス株を用いるより安価なワクチンが開発されているが、その作用は

予測されない上、その使用は遺伝子再集合した新型のインフルエンザウイルスを出現させるおそれ

がある。宿主のトリに同時にワクチンが接種され、別の AI ウイルスに自然感染した場合にこのよう



- 209 - 

 
 
 
 

 

 

66

な遺伝子再集合体が生じると考えられる。インフルエンザウイルスゲノムの分節性のため、遺伝物

質の再集合が容易に生じ、新型のインフルエンザウイルスを創出する。 
AI を抑制するワクチン・アプローチの根本的な障害は、本症を引き起こすことができる HA

の亜型が非常に多いことである。既知の 15 種類の HA 亜型に干渉効果（cross-protection）が認めら

れなことから、HA 亜型の大半またはすべてをカバーする多価ワクチンが必要となるか、あるいは

その地域において蔓延している感染を引き起こす亜型が特定されるまでワクチン接種を先送りする

必要がある。 
一般に認められている家禽の飼育における衛生管理およびバイオセキュリティ対策の実施

は、AI を抑制するためにきわめて重要である。水鳥、浜鳥または海鳥が広く生息している地域にお

いて、開放牧場での家禽の飼育は、徹底した AI 予防プログラムと相入れない。家禽を飼育する場所

における人間の往来の規制、ならびに感染の状態が不明なトリの群れへの移入の予防をはじめ、適

切なバイオセキュリティ対策を実施すべきである。 
損失に対する経済的補償を伴う感染および曝露したすべてのトリの厳密な隔離および廃棄措

置、さらに徹底した敷地の洗浄および消毒措置の制定は、本ウイルスの根絶に必要な主な特徴であ

る。関係する地理上の区域および数量にもよるが、気密性の高いチャンバーで二酸化炭素を用い、

群れを安全かつ人道的に廃棄することができ、死体は埋葬、コンポスティングまたはレンダリング

により廃棄される。一度感染した動物を保有した敷地は、洗浄および消毒が終了後さらに 30 日間家

禽がいない状態を維持することが推奨される。 
家禽に関係のある昆虫およびマウスは、群れの激減が始まる前に駆除しなければならない。

通常、これらの媒介動物の抑制に十分な時間は 48 時間である。すべてのトリを屠殺し、肥料および

飼料を除去したのち直ちに、高圧噴霧装置を用いてすべての設備および建造物の表面を徹底的に洗

浄しなければならない。さらに、クレゾール類またはフェノール類など、既承認の残留消毒薬を敷

地全体に噴霧しなければならない。予備的な消毒により、床、設備、ケージなどの表面に存在する

ウイルスの大半が不活化されると考えられるが、入念に洗浄したあらゆる有機物が存在しない表面

に適用しなければ、消毒薬は有効でない。 
商業用家禽の敷地を洗浄し消毒することは、時間と費用がかさむ作業である。すべての肥料

を剥き出しのコンクリートフロアに除去しなければならない。フロアが土の場合、少なくとも土壌

の上部 1 インチを肥料とともに除去しなければならない。少なくとも 2m の深さに埋めるか、ある

いはコンポスティングすることにより、肥料を安全に廃棄することができる。コンポスティングを

行う場合、コンポスティング中のトリ、昆虫およびげっ歯類の侵入を防ぐよう、肥料の堆積を黒色

のポリエチレンシートでしっかりと覆わなければならない。このような肥料の堆積は、温暖な天候

では少なくとも 90 日間、寒冷な天候ではさらに長期間、しっかりと覆い、そのままの状態を維持し

なければならない。 近の研究では、適切なコンポスティングによって死体および肥料が分解され

るため、わずか数週間でウイルスが不活化されることが示されている。 
通常、商業用家禽の敷地周辺に非常に多い羽毛は、建物の外で何らかの容器の中で、火炎放

射器を慎重に使用して焼却しなければならないが、あるいは羽毛を除去し、その場所を消毒薬で湿

らすことも可能である。戸外では、暑い天日および高い日中温度により、建物領域のウイルスを破

壊する。きわめて低い温度では、洗浄および汚染除去処理が一層困難となり、確実ではなくなる。 
 
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 
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ウイルスによって引き起こされる多くの動物疾患と同様、本症が蔓延している中国、マレー

シア、台湾、タイなどの国々9 において、テロリストが AI に感染した家禽を入手することは困難で

はないと考えられる。感染動物の肉を粉砕し、その粒子をニワトリ、アヒル、ガチョウのほか、標

的国において農業的に重要な家禽の群れに散布することができる。このような攻撃により人畜共通

感染症が発生する可能性は高いと考えられる。攻撃が十分に計画されるならば、3～8 日間の潜伏期

間を上手く利用し、 初に曝露したトリが本症の臨床徴候を発現する前に多数の群れに感染性物質

が散布されるおそれがある。このような攻撃の経済費用は、少なくとも数億ドルであると考えられ

る。 
AI がヒトに与えるダメージにについてここで書き留める必要がある。2004 年までに、鳥イ

ンフルエンザウイルス H5N1 型は、タイおよびベトナムにおいてヒト 44 例に感染を引き起こし、そ

のうち 32 例が死亡した（これにより 1 億羽以上のトリが屠殺のほか、感染により死亡）。幸いに

も、現在までのところ、東南アジアの 8 カ国内に留まっている。2004 年 11 月 29 日、WHO の当局

者は、AI がヒトからヒトに容易に移動する遺伝的能力を獲得したならば、世界中で 高 1 億例の死

亡を生じるおそれがあると警告した。先月、WHO は、緊急首脳会談のため、ワクチン製造業者を

ジュネーブ本部に召集し、汎流行性インフルエンザワクチンを製造する世界の能力はわずか 3 億 3
千万回分であり、例えば AI に対する新型ワクチンの製造は実現まで少なくとも 6 カ月を要すると警

告した。このような状況は、世界中のあらゆる場所における公衆衛生当局者が AI に関係する現地の

状況を監視し、ヒトにおける AI 感染の新たな傾向または疑い例を WHO に直ちに報告することが重

要であることを示している。 
 
精選参考文献： 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/AVI.htm> 
国 連 食 糧 農 業 機 関 の フ ァ ク ト シ ー ト （ Food and Agriculture Organization factsheet ） ：

<http://www.fao.org/ag/againfo/subjects/en/health/diseases-cards/avain.html> 
 
 
 
2.9.  疾患名：ランピースキン病（Lumpy Skin Disease：LSD） 
 
病原微生物の学名：Poxviridae 科 Capripoxvirus 属 
 
本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名： 
 
病原菌の概要： 

LSD は、サハラ砂漠以南のアフリカに特有のウイルス性疾患であるが、まれにエジプトおよ

びイスラエルでも発生している。 
LSD は、ウシおよび家畜スイギュウにおける感染性、発疹性、場合によっては致死性の疾患

であり、皮膚などの身体部分の結節が特徴である。二次感染は、すでに LSD に罹患している動物の

健康状態を悪化させる場合が多い。 
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病原ウイルスは、羊痘ウイルスと関係がある。ランピースキン病は、流行的または散発的に

発生するようである。多くの場合、新たな感染の中心は、 初のアウトブレイクからかけ離れた地

域にあるように思われる。発生頻度は、湿度の高い夏の天候において も高いが、冬でも発生する

可能性がある。本症の罹病率は、水路沿いおよび低地できわめて高い。感染の蔓延を制限するため

に計画された隔離規制が失敗したことから、科学者らは病原微生物が媒介昆虫により伝播されたの

ではないかと考えた。しかし、LSD のアウトブレイクは、特に本症の蔓延における昆虫の関与が否

定される条件下で発生したため、この仮説は依然として裏付けられていない。現在、本症は、直接

接触および感染した唾液により伝播すると考えられている。また、カおよびサシバエが本症の蔓延

に関与している可能性がある。ケニアでは、アフリカスイギュウが LSD の保有体ではないかと考え

られている。 
試験動物において、感染動物から初期の発熱期に採取した皮膚結節の懸濁液または血液、な

らびに感染動物からの唾液に汚染された飼料または水を接種することにより人為的な感染を生じる

ことができる。 
 
本症の症状および診断： 

感染性物質の皮下注射により有痛性腫脹、発熱、流涙、鼻漏および唾液分泌過多が生じ、さ

らに感染しやすいウシの約 50%において皮膚などの身体部分に特徴的な発疹がみられる。LSD の潜

伏期間は 4～14 日である。 
結節はきわめて限局性で、丸くわずかに隆起しており、固く痛みを伴い、真皮全体、ならび

に胃腸管、呼吸器管および生殖管の粘膜に生じる。鼻口部、ならびに鼻および頬の粘膜に結節が生

じる場合がある。皮膚結節は固く、クリーム状の灰色または黄色の組織の塊から成る。所属リンパ

節が腫脹し、乳房、胸前および脚に浮腫が発現する。二次感染が発生することがあり、広範な化膿

および腐肉形成がみられ、その結果、罹患動物はきわめて削痩する場合があり、安楽死が正当化さ

れる場合もある。結節は経時的に退縮するか、皮膚の壊死によって周囲皮膚と明らかに分離した固

い隆起部（「鞍ずれ」）が生じ、剥がれ落ちて潰瘍を残すが、治癒し瘢痕となる。 
LSD ウイルスに曝露した動物の 5～50%が感染するが、このうち死亡する動物はほんの少数

である。LSD による 大の損失は経済的なものであり、LSD に罹患した動物では泌乳量の減少、健

康状態の悪化、ならびに皮革の品質不合格および品質低下がみられる。 
本症は、ウシヘルペスウイルス 2 型によって引き起こされる偽ランピースキン病（pseudo-

lumpy skin disease）と混同される場合がある。これらの疾患は臨床的に類似しているが、世界の一

部の地域ではヘルペスウイルスによる病変がウシの乳首および乳房に限定され、この場合、ヘルペ

ス乳頭炎または牛潰瘍性乳頭炎と呼ばれる。偽ランピースキン病は、真のランピースキン病よりも

軽度である。この 2 疾患の鑑別は、基本的に、病原ウイルスの分離および同定に基づく。結節の組

織学的および微細構造学的な検査も 2 疾患の鑑別に有用であると考えられる。 
 
本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 

隔離規制の適用は、LSD の予防に限定される。弱毒化ウイルスのワクチン接種が も有望な

抑制方法である。組織培養において継代した山羊痘ウイルスおよび羊痘ウイルスもワクチンとして

使用され、良好な効果が得られている。LSD の特徴である皮膚結節は化膿する場合があるため、二

次感染を抑制するために罹患動物にスルホンアミドを投与することが推奨される。 



- 212 - 

 
 
 
 

 

 

69

 
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 
 一般に先進工業国では発生しない多くの動物疾患と同様、これらの国々の動物個体群は、

LSD ウイルスによる感染症にきわめて罹患しやすいと考えられる。しかし、本病原体が動物から別

の動物に伝播する方法が明確に特定されていないことから、テロリスストが本病原体を獲得し、戦

略的に使用しようとする可能性はないと考えられる。 
 
精選参考文献： 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/71104.htm&word=%c2%95%09Lumpy%2cs
kin%2cdisease> 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/LSD.htm> 
 
 
 
2.10.  疾患名：ニューカッスル病 
 
病原微生物の学名：Paramyxoviridae 科 Rubulavirus 属 
 
本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名：Avian pneumoencephalitis 
 
病原菌の概要： 
 ニューカッスル病は世界の多数の国々で流行する家禽のウイルス性疾患であるが、欧州の一

部の国々は長年にわたり本症の未発生国である。 
ニューカッスル病は、以下の 3 つのウイルス株に分類される RNA ウイルスによって引き起

こされる。 
• velogenic 株、病原性が強く、容易に伝播する。 
• mesogeni 株、中程度の病原性を示す。 
• lentogenic 株、ニワトリにおいて病原性は低い。 
呼吸器-神経性症候群（respiratory-nervous syndrome）を引き起こす分離株は、病原性が強い

ものの、一般に特異な肉眼的病変を生じることはほとんどまたは全くないが、内臓向性

（viscerotropic）の症候群を引き起こす分離株はそのような病変を生じることが多い。velogenic およ

び mesogenic のウイルス株は、これを注射した 10 日齢のニワトリ胎児を 2～4 日で死亡させ、

lentogenic 株は通常ニワトリ胎児を 4～6 日で死亡させるか、あるいは死亡させることはない。 
すべての家禽のうち、ニワトリがニューカッスル病に も感染しやすいが、アヒルおよびガ

チョウは も感染しにくい。ニワトリはエアゾール、ならびに汚染した水または飼料の摂取によ

り、容易に感染する。特定の野生のトリも同様に感染しやすく、感染の持続の原因となる可能性が

ある。したがって、輸入されるオウム、カバイロハッカ（mynah）、ヤイロチョウは、米国におい

て 1970～1972 年にニューカッスル病の汎流行を引き起こした velogenic 株の主な発生源であった。

そのほか、ニューカッスル病のアウトブレイクが 1984 年に米国および英国においてハトに発生し



- 213 - 

 
 
 
 

 

 

70

た。検査によって、その病原ウイルスがハトの個体群において世界的に発生し、ニワトリに対して

lentogenic であることが示された。 
 
本病原体が引き起こす疾患の症状およびその診断： 

トリが感染すると、潜伏期間、臨床病期、さらには変動はあるが限定された回復期の期間に

おいてウイルスを排出する。本ウイルスは、呼気、呼吸器分泌物、糞便、臨床的感染において産卵

した卵、ならびに急性感染期および死亡時の死体のあらゆる部分に放出される。 
ニューカッスル病の臨床的特徴は、ウイルスが神経向性であるか、内臓向性であるかによっ

て大きく異なる。神経向性ウイルスによる感染は、呼吸器系および神経系の徴候を生じる。世界的

に も多い内臓向性ウイルスは、呼吸器系徴候、緑色がかった水様便、ならびに頭・頚部組織の腫

脹を伴って発現する 急性症状を引き起こす。また、内臓向性ウイルスに感染した外来種のトリ

（オウムなど）、ならびに本症の急性期を乗り越え生存する家禽種において、神経系徴候がみられ

る場合も多い。 
ニューカッスル病の潜伏期間は 4～6 日であり、その後感染が急速に発現し、感染した群れ

全体においてほぼ同時にその徴候が出現する。若齢のニワトリは高齢のニワトリよりも感染しやす

く、徴候を早く発現する。呼吸器系徴候として、喘ぎ、咳、くしゃみおよびラ音がある。神経系徴

候には、翼垂、跛行、頭頚部捻転、旋回、元気消失、食欲不振および完全麻痺があるが、これらの

症状は同時に発生するが、通常呼吸器系徴候に続いて生じる。瀕死のトリでは間代性痙攣がみられ

る。一般に、産卵鶏の群れでは、産卵の部分的または完全な停止がみられる。感染した群れによっ

て産卵された卵は、色、形または表面に異常がみられ、水様卵白が生じる。 
ウイルスの各型による死亡率はウイルスの毒性、感染した種、環境条件および群れの免疫状

態によって異なる。概して、死亡率は若齢の群れで も高く、成熟した群れでも死亡率が 100%に

なる場合がある。 
病変はきわめて多様であり、ウイルスの親和性および病原性の多様性を反映する。漿膜に点

状出血がみられる場合があり、前胃粘膜および腸漿膜の出血は、特に盲腸扁桃などのリンパ組織病

変において、粘膜表面の出血部分および壊死部分に併発する。気道にうっ血および粘液性滲出液が

みられ、気嚢の混濁および肥厚を伴う。 
急速に蔓延する呼吸器-神経性のニューカッスル病の暫定診断は、赤血球凝集性ウイルスの

分離によって確定することができ、本ウイルスはニューカッスル病の抗血清による抑制反応によっ

て同定することができる。また、ペア血清検体における赤血球凝集抑制抗体価の上昇によって本症

が確定される。急性型は、高病原性鳥インフルエンザと鑑別しなければならない。接種した孵化鶏

卵および成熟したニワトリを死亡させる急速性以外、ニューカッスル病のウイルス株を識別するこ

とは困難であるが、地理的および時間的な出現傾向により、あるいはモノクローナル抗体を用いて

ウイルス株を分類することが可能である。他のあらゆる点で類似するウイルス株を識別するため、

オリゴヌクレオチドによるウイルス RNA の「フィンガープリント法」が用いられている。 
 
本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 

ニューカッスル病に対する治療法はない。本症に罹患した群れを殺処分し、死体を慎重に廃

棄しなければならない。さらに、罹患鶏を収容した施設の除染を行い、少なくとも 21 日間が経過す

るまで、当施設に別の群れを収容してはならない。 
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ニューカッスル病を予防するには、十分な免疫反応が得られるよう高力価ワクチンを適切に

接種することが必須である。このため、生ウイルスワクチンが広く用いられている。Lentogenic
株、新世界では主に B1 株および LaSota 株の飲水投与または噴霧投与が行われる。鼻孔または眼か

ら投与される場合もある。健康なニワトリでは、早くも生後 1～4 日目にワクチンが接種される。し

かし、2～3 週目までワクチンの接種を遅らせることにより、移行抗体による活発な免疫反応との干

渉を避けることができる。マイコプラズマおよび他の一部の細菌が存在する場合、ワクチンと相乗

的に作用し、噴霧投与後のワクチン反応を増大させる場合がある。指示（例えば、開放されている

か風の当たる建物内での噴霧器の使用方法、あるいはウイルスを希釈するための化学的に処理した

水の使用方法）に従わなければ、ワクチン接種による予防効果が全く得られないか、不完全になる

場合がある。 
群れにおいて他の感染症が認められる場合、ならびに法律によって要求される場所では、死

菌ワクチンを使用しなければならない。油性アジュバント加死菌ワクチンによる予防効果が も長

い。死菌ワクチン、lentogenic 株の大量ワクチン、あるいは筋肉内注射する mesogenic 株のいずれか

を用いる場合、生涯にわたりニワトリを保護するにはワクチンの反復接種が必要である。ワクチン

の再接種の頻度は、曝露のリスクおよび現地のウイルスの毒性に応じて大きく異なる。 
米国および他の一部の国々における疾病対策当局者は、輸入規制および撲滅方法を活用し、

毒性の強い内臓向性の病型の定着を防止しているが、他の国々は対策の遂行するため、ほとんどワ

クチン接種に依存している。 
ニューカッスル病ウイルスがヒトにおいて一過性の結膜炎を生じることは留意に値するが、

この症状は主として、ワクチン接種が広く実施されるまでは大量のウイルスに曝露する研究所職

員、ワクチン接種チーム、加工工場において家禽の内臓を除去する作業者に限定されていた。本症

は、家禽飼育者または家禽製品の消費者において報告されている。 
 
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 
 どこに位置していても家禽の群れはニューカッスル病に罹患しやすい。場合によっては、テ

ロリストがニューカッスル病を引き起こすウイルスを入手することは困難でないと考えられる。結

局、テロリスト集団が位置する多数の国々でニューカッスル病は発生し、したがって、本症に罹患

しているか、本症のために死亡したニワトリまたは他のトリを入手することは簡単なことである。

罹患したトリの肉を粉砕することにより、農業における妨害行為に有用な多量の物質が入手され

る。ニューカッスル病ウイルスは、感染したトリとの直接接触または汚染飼料の摂取によって蔓延

することから、テロリストが標的国で使用される飼料を汚染することにより本症を発生および蔓延

させるおそれがある。成功すれば、経済的ダメージは何億ドルにもなると考えられる。 
 
精選参考文献： 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/203800.htm&word=%c2%95%09Newcastle
%2cdisease> 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/VND.htm> 
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2.11.  疾患名：小反芻獣疫（Peste Des Petits Ruminants：PPR） 
 
病原微生物の学名：Paramyxoviridae 科 Morbillivirus 属 
 
本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名：pseudoringerpest of small ruminants, pest of small 
ruminants, goat plague, pest of sheep and goats, Kata, stomatitis-pneumoenteritis syndrome, contagious 
pustular stomatitis および pneumoenteritis complex 
 
病原菌の概要： 

PPR は、西中央アフリカ、アラビア半島、中東およびインドにおいて蔓延している主にヒツ

ジおよびヤギのウイルス性疾患である。しかし、少数の動物にのみ影響するアウトブレイクは、本

国政府によって報告されないことが多いため、本症の実際の流行範囲は不明である。 
罹患しやすい動物の個体群が特定の数を超えて増加した場合に、PPR の流行が発生する。こ

のような流行は、その地域のヤギおよびヒツジをすべて死亡させる場合がある。PPR ウイルスはエ

アゾールによって伝播し、上気道の上皮組織から体内に侵入する。本ウイルスは、臨床徴候が発現

する前に接触動物に広まる。罹患動物の分泌物および排出物が感染の発生源である。牛疫と同様に

保菌状態がないことは一般に認められているが、潜伏期間中に無症状例が感染を蔓延させている場

合がある。 
ヤギおよびヒツジのほか、オジロジカも PPR によく罹患しやすく、これらの野生の反芻動

物が本症の流行に関与していると考えられる。実験的に不顕性感染を誘発したブタは、罹患しやす

いブタまたはヤギに本症を伝播しないことから、ブタは PPR の流行に関与しないと考えられる。ウ

シは感染症に罹患しやすいが、一般に臨床徴候を発現したり、本症を伝播することはない。ヒトは

PPR に感染しにくい。 
 
本病原体が引き起こす疾患の症状およびその診断： 

PPR は、発熱、壊疽性口内炎、胃腸炎および肺炎を特徴とするヤギおよびヒツジの急性また

は亜急性ウイルス性疾患である。PPR の病原ウイルスは、特徴的な病変を生じる胃腸管および上気

道のリンパ組織および上皮組織に対し、特に親和性を有する。潜伏期間は通常 4～5 日である。 初

の徴候が発現後、通常 5～10 日後に死亡する。 
PPR の急性型では、体温が突然 104～106°F（40～41℃）まで上昇する。罹患動物は、吐気

および落ち着きのなさを呈し、毛皮は艶がなく、鼻口部の乾燥、粘膜のうっ血および食欲低下がみ

られる。 初、鼻漏がひどく、のちに粘液膿性となり息に腐敗臭を伴う。鼻腔底の粘膜に小さな壊

死部分がみられる場合がある。結膜は充血する場合が多く、内眼角はある程度の痂皮形成を呈する

場合がある。眼瞼の matting を伴う重度のカタル性結膜炎を発症する動物もいる。壊疽性口内炎は下

唇、歯肉および切歯の付着歯肉（insertion）周囲に生じ、さらに重症例では歯茎、歯床、頬および乳

頭突起、ならびに舌に及ぶ場合がある。その後、咳が特徴である気管支肺炎を発症する場合があ

る。妊娠動物は流産する場合がある。罹病率および死亡率は、高齢動物よりも若齢動物で高い。潜

伏感染が活動を開始し、臨床像を複雑にさせる場合がある。ヒツジ、ならびにヒツジより低頻度で
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ヤギが亜急性型を発症するが、亜急性型は潜伏期間および経過が長く、軽度の発熱、鼻カタル、口

腔粘膜の再発性びらんおよび間欠性下痢を特徴とし、多くの場合回復がみられる。 
通常、壊死病変は下唇の内側および近接する歯肉、唇交連部近くの頬、ならびに舌の下面に

観察される。重症例では、壊死病変が硬口蓋および咽頭に及ぶ場合がある。びらんは浅く、底部は

赤く剥き出しの状態であるが、のちにピンク色がかった白色になり、境界がはっきりとわかる正常

な上皮に囲まれている。まれに第一胃、第二胃および第三胃（反芻胃の一部）まで波及する。第四

胃（これも反芻胃の一部）は、明確に輪郭が示され、底部は赤く剥き出し、血がにじみ出たびらん

を呈する。 
小腸では口腔、第四胃または大腸に比して重度病変の発生頻度が低い。線状出血、ならびに

より低頻度でびらんが十二指腸の 初の部分および末端回腸にみられる場合がある。一般に、大腸

はさらに重度に冒され、回盲弁周囲、盲腸結腸接合部および直腸で病変が発生する。後者は粘膜の

ひだに沿って線状のうっ血を呈し、このため特徴的な「縞模様（zebra-striped）」の外観を生じる。

鼻甲介、喉頭および気管に点状出血がみられる場合がある。気管支肺炎が認める場合がある。 
臨床、病理および疫学的所見に基づく推定診断は、ウイルスの分離および同定によって確定

される。ウイルスは凝固していない血液、リンパ節、扁桃、脾臓および肺の試料から回収される場

合がある。PPR は牛疫と類似することから、これらの鑑別が必要である。補体結合法または寒天ゲ

ル内沈降反応検査によるウイルス抗原の検出によりこのような鑑別を行うことができないが、それ

は両疾患についてこれらの方法により同じ結果が得られるためである。しかし、生存動物における

ウイルス中和抗体価の上昇の確認は、診断に有用である。PPR および牛疫は、精製抗原および特異

的モノクローナル抗体を用いる交差中和試験または ELISA によって鑑別することもできない。ま

た、PPR を別の急性胃腸感染症、呼吸器感染症（山羊伝染性胸膜肺炎など）、ならびに伝染性膿

瘡、ブルータング病、心水病、コクシジウム症、さらにこれも ELISA および特異抗体を用いること

により鑑別可能な鉱物中毒（mineral poisoning）などの他の疾患と鑑別しなければならない。 
 
本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 

PPR に対する特異的な治療法はないが、細菌および寄生虫による合併症の治療によって、罹

患した群れにおける死亡率が低減される。これまで PPR 未発生国であった国において本症が発生し

た場合、撲滅対策が推奨されるが、この目的には牛疫の撲滅方法が有用である。ヤギ胎児腎細胞培

養において弱毒化 PPR ウイルスワクチンが調製されているが、これにより約 1 年間にわたり自然感

染に対する予防効果が得られる。PPR に対する免疫法に牛疫の細胞培養ワクチンも効果的に使用さ

れている。PPR が疑われる場合、州および連邦の当局、ならびに国際獣疫局（International Office of 
Epizootics）に通知しなければならない。 
  
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 
 一般に先進工業国では発生しない多くの動物疾患と同様、これらの国々の動物個体群は、

PPR ウイルスによる感染症にきわめて罹患しやすいと考えられる。テロリスト集団を支持すること

が知られている国々において、ある程度の頻度で本病原体が発生することから、微粒子に粉砕され

国外に輸送されるおそれのある罹患または死亡動物の組織試料をテロリスト集団が入手することは

比較的容易であるように思われる。しかし、このような粒子をエアゾールとして散布することに

は、少なくとも大規模な戦略的使用に関してテロリストが克服不可能と考えられる技術的な困難な
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問題がある。したがって、テロリストにとって PPR ウイルスは他の動物病原体に比して関心が低い

ものと考えられる。 
 
Select references: 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/55700.htm&word=%c2%95%09Peste%2cdes
%2cpetits%2cruminants> 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/PDP.htm> 
 
 
 
2.12.  疾患名：牛疫 
 
病原微生物の学名：Paramyxoviridae 科 Morbillivirus 属 
 
本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名：cattle plague 
 
病原菌の概要： 

牛疫は、インドおよびアフリカに特有の疾患である。動物の越境規制が行われていないた

め、牛疫は近隣諸国に移入しており、西、東および北アフリカ、近東およびアジア諸国で流行が発

生している。米国では報告されていない。流行型では、牛疫がウシにとって も致死性の高い疾患

である。他の有蹄類も本ウイルスに冒される場合があるが、以下のとおり易感染性は動物種によっ

て多様である。 
 

• アフリカスイギュウ、キリン、野生のイノシシ（Suidae）、Tragelaphinae、ならびにア

ンコーレ牛、チャネル・アイランド牛および黒毛和牛などのウシも群れにおいて高い。 
• ヌーおよび東アフリカのコブウシにおいて中程度である。 
• ガゼルおよび家畜小反芻動物において軽度である。 
カバおよび欧州のブタにおける牛疫は、無症状型を取る。 

 
牛疫ウイルスは一本鎖 RNA ウイルスであり、小反芻獣疫、犬ジステンパーおよび麻疹を引

き起こすウイルスときわめて近縁である。本ウイルスの各株は、宿主範囲および毒性においてきわ

めて多様である。中和試験において、回復したウシまたはワクチンを接種したウシの血清は、すべ

ての牛疫ウイルス株と交差反応を示すが、抗原的差異は軽微であることが証明されている。本ウイ

ルスは脆く、熱および光によって急速に不活化されるが、冷蔵または凍結組織では長期間生存す

る。牛疫ウイルスは、pH 2 以下および pH 12 以上（10 分）で急速に不活化され、ウイルスの生存に

適した pH は 6.5～7 である。また、グリセロールおよび液体溶剤によっても不活化される。 
流行地において、若齢の牛は母子免疫の消失後およびワクチンによる免疫獲得前に感染し、

ヒツジ、ヤギおよび野生の有蹄類では補助周期があると考えられる。一時的流行地では、本ウイル

スはきわめて感染しやすい動物に感染し、その個体群が流行性を維持できるほど大きくなければ、
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自ら留まる傾向がある。流行地における罹病率は低く、臨床徴候は軽度である場合が多いが、一時

的流行地では罹病率が 100%に達することもあり、死亡率は 高 90%である。 
 
本病原体が引き起こす疾患の症状およびその診断： 

牛疫の潜伏期間は 3～15 日であり、その後発熱、食欲不振および元気消失などの臨床徴候が

発現する。1～2 日後に眼鼻分泌物（oculonasal discharge）を発現する。2～3 日以内に歯肉、頬粘膜

および舌にきわめて小さい壊死病変が出現するが、急速に大きくなりチーズのようなプラークを形

成する。硬口蓋および軟口蓋にも病変がみられる場合が多い。眼鼻分泌物は粘液膿性となり、鼻口

部は乾燥しひび割れる。 後の臨床徴候である下痢は水様便で、血液、粘液および粘膜を含有する

場合がある。動物は重度の腹痛、口渇および呼吸困難をきたし、脱水により死亡する場合がある。

回復期は長引き、免疫抑制による同時感染を合併する場合がある。 
本ウイルスは、発熱の 1～2 日前に罹患動物の鼻分泌物中に少量存在するが、臨床的感染の

初の 1 週間において分泌物および排泄物中のウイルス濃度は高く、動物が抗体を発現し、回復し

始めるにつれ急速に減少する。本病原体の伝播は、直接接触または近接間接的接触を要し、感染は

鼻咽頭を介する。保菌状態は認められないが、ウイルス自体は感染しやすい動物の中で伝播を繰り

返すことによって存続する。 
本ウイルスは、鼻咽頭に関連のあるリンパ節で一次増殖したのち、リンパ組織全体で急激に

増殖し、血液を介して胃腸管および上気道の粘膜まで蔓延する。ウイルスの細胞病理によって組織

損傷が引き起こされる。ウイルス抗原によって強力な免疫反応が生じ、感染がコントロールされ、

組織損傷がそれほど重度でなければ回復を可能にする。 
剖検では、胃腸管および上気道全体にわたり、壊死およびびらん、あるいはうっ血および出

血の部分として肉眼的病理学的変化が明らかであり、後者は直腸に典型的な「縞模様」を生じる。

リンパ節が肥大し浮腫を生じ、パイエル板に白色の壊死病変を伴う。組織学的検査では、ウイルス

感染によるシンシチウムおよび細胞質内封入体を伴うリンパ節および上皮の壊死がみられる。 
臨床および病理所見は、流行地における初期検査による流行の確認後の診断に十分であると

考えられる。本症の発生がまれであるか未発生の地域では、臨床検査を行うことにより、牛疫と特

に牛ウイルス性下痢、東海岸熱、口蹄病、牛伝染性鼻気管炎および悪性カタル熱とを鑑別しなけれ

ばならない。罹患組織における特異的ウイルス抗原のウイルス分離および検出は、標準的な検査で

あり、抗体価上昇の証明は有用である。簡便かつ迅速な抗原検出検査（免疫拡散法または対向免疫

電気泳動法）は、現地において有用である。ウイルス抗原または血清抗体を検出する ELISA も有用

な診断的検査である。 
検査に供する検体は、できれば下痢の発現前、臨床的感染の初期段階において数頭の動物か

ら採取しなければならない。凝固していない全血、リンパ組織、脾臓および消化管病変を無菌的に

採取し、凍結または冷蔵して輸送しなければならない。 
 
本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 

一般に、治療を試みることはないが、有益な動物の回復には輸液および抗生物質による支持

的な看護ケアが有用であると考えられる。そのほか、流行地域では感染した全動物および牛疫への

曝露が疑われる全動物の隔離または屠殺、ならびに焼却または慎重な埋葬におる死体の適切な廃棄

により本症は も効果的に抑制される。大半のアウトブレイクは、感染したウシが非発生地域に持
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ち込まれた結果、発生したため、牛疫に冒されている可能性のある地域内における動物の移動に対

する規制が も重要である。 
牛疫ワクチンの耐熱性弱毒株から製造された牛疫ワクチンは、手ごろな価格で入手すること

ができる。これらのワクチンは、通常生涯持続する能動免疫を獲得するよう作用する。耐熱性であ

ることから、冷蔵保存が必ずしも保証されない暑い気候（すなわち熱帯および亜熱帯アフリカ）に

おいて好まれる。流行地における牛疫の蔓延防止は、隔離および「輪状接種方式（ ring 
vaccination）」により達成されると考えられるが、必要に応じて罹患動物の屠殺により促進され

る。 
大量ワクチン接種により世界的に牛疫を撲滅させる取り組みがあり、撲滅キャンペーンにお

けるアフリカおよびアジアの国家、地方および国内の組織による協力的な取り組みは期待が持て

る。しかし、牛疫未発生国および流行地に隣接する国々は非常に警戒すべきであり、予防措置とし

て有蹄類の個体群へのワクチン接種が有用であることに気付くであろう。 
牛疫ウイルスには血清型が 1 つしかないこと、回復し適切にワクチンを接種した動物は生涯

免疫を得ること、さらに媒介節足動物または保有体を介した本病原体の垂直感染が認められないこ

とを考慮して、牛疫ウイルスは撲滅のターゲットとして理想的なウイルスと考えられる。しかし、

本症は、ヌーおよびシマウマなど、特定の野生有蹄類の大規模個体群における地方病であることか

ら、今日のテクノロジーを用いてもアフリカからの排除はおそらく実現不可能であると考えられ

る。 
 
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 
 一般に先進工業国では発生しない多くの動物疾患と同様、これらの国々の動物個体群は、牛

疫ウイルスによる感染症にきわめて罹患しやすいと考えられる。さらに、牛疫はテロリストを支持

する地域に流行しており、あるいは政府が自国領土への侵入を規制できないことから、テロリスト

が牛疫に感染した動物または牛疫により死亡した動物を入手することにほとんど問題がないように

思われる。感染動物の肉を国外への輸送に適した小さい粒子に粉砕し分割されると考えられる。現

実に、本病原体はきわめて直接的または間接的な接触により蔓延するため、感染性粒子を動物の飼

料に添加し、流行を生じるかのように思われる。しかし、本症は先進工業国に存在する状況のもと

で容易にコントロールされるため、テロリストは本症が武器として興味深いものと考えないと思わ

れる。 
 
精選参考文献： 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/55900.htm&word=%c2%95%09Rinderpest> 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/RIN.htm> 
 
 
 
2.13.  疾患名：羊痘・山羊痘（Sheep and Goat Pox：SGP） 
 
病原微生物の学名：Poxviridae 科 Capripoxvirus 属 
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本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名： 
 
病原菌の概要： 

SGP は、アフリカの大部分、中東およびアジアに特有の地方病である。北米で報告されたこ

とはない。 
本症は、ヒツジおよびヤギの急性から慢性の疾患であり、皮膚および粘膜全体にわたる全身

性病変、持続性発熱、リンパ節炎、ならびに多くの場合病変が肺全体に一様に分布するウイルス性

気管支肺炎を特徴とする。無症状例が発生する場合がある。SGP ウイルスは、科学的に知られてい

る も大きいウイルスの 1 つである（170～260nm×300～450nm）。ランピースキン病を引き起こす

ウイルスときわめて近縁であり、事実、SGP ウイルスおよびランピースキン病ウイルスは血清学的

に識別することができない。SGP ウイルスの血清型は 1 つのみである。多種の SGP ウイルス株がヒ

ツジでのみ感染を引き起こし、そのほかヤギでのみ感染を引き起こすものもあれば、ヒツジおよび

ヤギの両方で引き起こすものもある。SGP ウイルスは、物理的および化学的原因物質にきわめて抵

抗性を示す。 
SGP ウイルスは、ヒツジおよびヤギにおいて臨床感染を引き起こす。本ウイルスはウシにお

いて複製するが臨床感染を引き起こさない。本症は、野生有蹄類の個体群から検出されたことはな

い。 
SGP ウイルスの主な伝播手段は接触である。急性的に罹患した動物からのエアゾール、納屋

および夜間収容場所における痘疹の痂皮に汚染された塵埃から発生したエアゾールの吸入、ならび

に媒介物または直接接触による皮膚擦傷に伴う接触が SGP ウイルスの自然な伝播手段である。昆虫

による本ウイルスの機械的伝播も起こり得るが、本症の疫学において重要性は低い。本ウイルス

は、静脈内、皮内、鼻腔内または皮下接種により実験的に感染を引き起こすことができる。 
 
本病原体が引き起こす疾患の症状およびその診断： 

現地の条件下において、SGP の潜伏期間は 4～8 日である。実験では、接種後 3～5 日以内に

初の徴候（発熱）が発現する。本症の経過は 4～6 週間であり、この期間で痘疹病変の様々な病期

を呈する。罹患動物が回復するまで 高で 3 カ月を要する場合がある。 
ヒツジおよびヤギにおける本症の経過はほぼ同じである。羊痘・山羊痘ウイルスは、無症状

感染を引き起こす場合があり、症状は軽度から重度まで多様である。 初の徴候として、発熱、元

気消失、結膜炎、流涙および鼻炎が挙げられる。前駆症状から数日以内に皮膚に痘疹病変が発現す

る。これは会陰、鼠径部、陰嚢、乳房、腋窩および鼻口部など、身体の羊毛または体毛のない部分

で容易に観察される。病変は、羊毛または体毛のある皮膚部分でも生じる。一般に、皮膚病変がよ

り重度（広範囲）であれば、疾患もより重度となる。皮膚病変は、 初紅斑部分（斑点）として発

現する。この病変が進行し、隆起してわずかに白くなった病変となり、病変の中央部に浮腫を伴う

浮腫を呈する（丘疹）。小疱期を表す濾出液を伴う痘疹病変を認める場合があるが、皮膚に大きな

疱疹がみられることはまれである。さらに、病変の中央がくぼみ、灰色となり（壊死性）、充血部

分に囲まれる。本症の経過後期に（ 初の徴候から 2～4 週間後）、病変は乾燥し、痂皮を形成す

る。痘疹病変の特徴として、病変が表皮および真皮全体を冒し、皮下組織に及ぶが、その感触は結

節のようである。皮膚病変の重症度によるが、病変の治癒後、羊毛または体毛のない部分、すなわ
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ち痂皮がみられる場合がある。二次的な細菌感染によって治癒過程が複雑になる場合がある。鼻口

部が腫脹し、鼻孔および口腔の粘膜に広範な病変を認める場合がある。多くの場合、呼吸困難を伴

う肺炎を生じ、呼吸数は約 90 回/分である。元気消失、食欲不振および羸痩はよくみられ、持続す

る場合がある。神経症状も発現する場合もあるが、これが SGP 感染とどのように関係するかは不明

である。 
1 カ月齢以下の仔ヒツジおよび仔ヤギは、SGP のきわめて重度の全身型に罹患する可能性が

ある。より成長した動物に関して上述した徴候は誇張されているが、死亡率の上昇が認められる。 
剖検では、皮膚病変にうっ血、出血、浮腫、血管炎および壊死がみられ、表皮および真皮の

全層への波及がみられ、重症例では隣接する筋肉組織にまで及ぶ。罹患部分を排出するリンパ節

は、広範なリンパ球増殖、浮腫、うっ血および出血のため、正常な大きさの 8 倍にも肥大する。 
眼、口腔および鼻の粘膜に痘疹病変がみられ、重症例では癒着する場合がある。SGP の重症

例において、眼瞼がきわめて重篤に罹患し、増殖性病変および炎症によって閉瞼の状態になる場合

がある。鼻口部および鼻孔の病変も癒着する場合があり、増殖性変化および炎症が広範囲にわたる

場合がある。咽頭、喉頭蓋および気管に痘疹病変が生じる場合がある。この病変は、通常、丸く白

くなり、充血部分に囲まれた痘疹として発現する。場合によっては、第一胃および第三胃の上皮に

病変を認める。 
肺における痘疹病変は、重度で広範囲に及ぶ場合があり、血行性感染の結果、病変が巣状と

なり、肺全体に一様に分布する。初期病変はうっ血であるが、その後うっ血および浮腫の孤立した

病変部へと進行し、 終的に白色の結節になる。痘疹病変の遠位部には小葉性無気肺がみられる。

縦隔リンパ節が正常な大きさの 5 倍にも肥大することが多く、うっ血、出血および浮腫がみられ

る。また、陰門、包皮、精巣、乳房および乳首にも痘疹病変がみられる場合がある。 
SGP の重症度は、ウイルス株、罹患した動物の年齢および品種によって異なる。成熟したヒ

ツジおよびヤギでは、罹病率が 80%までの範囲に及び、無症状感染もみられる。死亡率は 50%に達

すると考えられる。感染しやすい 1 カ月齢以下の仔ヒツジおよび仔ヤギでは、罹病率が 100%に達

し、死亡率も 95%と高い。本症の経過を複雑にし、死亡率を上昇させる要因は、栄養不良、重度の

寄生および厳しい気候条件である。 
 現地での SGP の暫定診断は、触診により皮膚の全体的な肥厚を伴う皮膚病変、持続性発

熱、リンパ節炎およびよくみられる肺炎といった臨床徴候に基づいて行うことができるが、死亡率

は成体で 50%、1 カ月齢以下の仔ヒツジおよび仔ヤギで 95%に達する場合がある。 
SGP の検査診断を行うため、初期病変の皮膚生検を用い、ウイルスの分離、組織病理学的検

査および電子顕微鏡検査に供することができる。また、肥大したリンパ節から吸引した試料を用

い、ウイルスの分離を行うことができる。肉眼的病変を含む肺、気管および第一胃の剖検試料は、

組織病理学的検査に特に有用である。急性例および慢性例から血清試料を採取すべきである。 初

の試料採取から 2～3 週間後にフォローアップ血清試料を採取する場合がある。SGP を診断する検査

方法には、ウイルスの分離、電子顕微鏡によるウイルスの観察、ウイルス中和試験または間接蛍光

抗体法、あるいは両方による抗体の検出、ならびに特徴的な組織病理学的病変の確認がある。 
 
本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 

死菌ワクチンは、長期間持続する確かな免疫を生じないため、現地の条件下において実用的

でないことが証明された。改良された数種の生ウイルスワクチンが SGP の予防に用いられている。
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も広く使用されているワクチンは、長年にわたり効果的に用いられている Romanian 株と思われ

る。Kenya 180 株は、安全性および有効性がきわめて良好なワクチンと考えられる。流行地におい

て、ワクチン接種は SGP による損失を抑制する有効な手段である。 
SGP が未発生地域に侵入する も可能性の高い経路は、感染動物の移入である。動物および

動物製品（肉、体毛、羊毛および皮革）の移動に関する規制は、SGP の移入防止にきわめて重要で

ある。羊毛、体毛および皮革は、未発生地域への持ち込み前における適切な汚染除去の対象でなけ

ればならない。 
 広範な蔓延が生じる前に未発生地域において新たな症例が確認された場合、その地域を隔離

し、感染動物および曝露動物を屠殺し、敷地の洗浄および消毒を行わなければならない。感染した

群れの周囲の敷地における罹患しやすい動物のワクチン接種も検討しなければならない。 
本症が広範な地域にわたり蔓延しているならば、SGP による損失を抑制する も効果的な手

段はワクチン接種であるが、感染または曝露した群れの屠殺による駆除、動物および汚染物質の適

切な廃棄、ならびに汚染された敷地、設備および施設の洗浄および消毒を考慮しなければならな

い。SGP に関して保菌状態は示されていない。しかし、本ウイルスは汚染した敷地において何カ月

も生存する場合がある。本症の蔓延を予防するには、感染または曝露した動物を収容する地域およ

び敷地の隔離義務が必要である。蔓延の発生が限定されているならば、感染および曝露した群れの

個体数を減らすべきである。本症は広範囲に蔓延していることから、大規模なワクチン接種のあと

ワクチン接種の中断、さらにその地域からの動物の移動を規制することが SGP の抑制、さらには根

絶する強力な戦略である。 
SGP ウイルスがヒトに感染するという決定的な証拠はない。山羊痘がヒト感染症を引き起こ

したことを示すインドからの報告は、単に臨床徴候に基づくものに過ぎなかった。世界的に発生す

る既知の人畜共通感染症の病原体である伝染性膿疱性皮膚炎（contagious ecthyma）ウイルスによる

感染症と鑑別するため、3 例の患者の回復期血清における病原ウイルスの分離または血清検査の試

みは行われなかった。スウェーデンからの報告では、山羊痘のアウトブレイクにおいてヒト感染が

発生したことが示された。血清学的検査は、アウトブレイクの明らかな病原体がワクシニアウイル

スまたは伝染性膿疱性皮膚炎ウイルスでないことを示すように思われたが、ウイルスは分離されな

かった。したがって、山羊痘ウイルスがヒト感染症を引き起こしたとは言えない。 
 
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 
 一般に先進工業国では発生しない多くの動物疾患と同様、これらの国々の動物個体群は、

SGP ウイルスによる感染症にきわめて罹患しやすいと考えられる。しかし、SGP ウイルスがテロの

目的に意図的に用いられることに関連する重要な不確実性が少なくとも 3 つあると考えられる。第

1 に、本質的に本病原体の主な伝播手段が接触であり、テロの目的に実用的でない方法である。第 2
に、エアゾールを介して本病原体を蔓延させることは可能であるが、この方法の効果は不明であ

る。さらに、本病原体をエアゾール化することが技術的に困難であることにテロリストが気付くと

思われる。3 番目に、SGP ウイルスに対するヤギおよびヒツジの易損性（vulnerability）がきわめて

多様であるため、自然環境から回収される SGP のウイルス株によって標的国が所有する動物を実際

に感染させることができるかどうかをテロリストが判断することはできない。以上の理由から、テ

ロリストはおそらく SGP ウイルスより他の動物病原体を選択すると考えられる。 
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精選参考文献： 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/SGP.htm> 
国連食糧農業機関のファクトシート： <http://www.fao.org/ag/againfo/subjects/en/health/diseases-
cards/sgp.html> 
 
 
 
2.14.  疾患名：豚水疱病（Swine Vesicular Disease：SVD） 
 
病原微生物の学名：Picornaviridae 科 Enterovirus 属 
 
本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名： 
 
病原菌の概要： 

SVD ウイルスは主にブタにおける疾患を引き起こし、香港、日本および一部の欧州諸国に

おいて蔓延している。北米では報告されていない。 
SVD ウイルスは、ピコルナウイルス科エンテロウイルス属のウイルスであり、したがって

ヒトエンテロウイルスコクサッキーB5 型に近縁であるが、既知のブタエンテロウイルスに近縁でな

い。一部の研究者らは、これがヒト糞便を摂取したブタにヒト病原体が伝播するケースと考える。

本ウイルス粒子は、28nm のほぼ球形の一本鎖 RNA ウイルスである。本病原体は広範な pH（2.5～
12）に抵抗性を示し、熱に対しても比較的抵抗性があり（69℃で不活化される）、塩漬け、乾燥お

よび燻製した肉製品中で長期間（ 高 2 年）生存することができる。 
本ウイルスは、直接または間接接触、あるいは感染した豚肉または豚肉製品の給餌により伝

播する。感染によりウイルス血症および大量のウイルスを含む全身水疱を生じる。 
 
本病原体が引き起こす疾患の症状およびその診断： 

SVD の潜伏期間は 2～7 日である。本症の主な徴候は、口腔、口唇または鼻、脚、特に蹄冠

帯における水疱性病変である。特にブタが柔らかい寝わらで飼育されている場合、病変は軽度であ

るか、明白ではない場合がある。病変は口蹄病、豚水疱疹および水疱性口内炎の病変に類似する

が、ブタの健常状態は悪化せず、病変は急速に治癒する。不安定歩行、身震いおよび脳炎による舞

踏病（痙動[jerking]）型の脚運動などの神経症状が明らかにされているが、現地でみられることはま

れである。 
きわめて類似するが、はるかに危険で破壊的な口蹄病でないことを確認するため、可能な限

り早く SVD の決定的な診断を行うことが重要である。SVD の診断は、上皮または血清の検体検査

に基づく。ELISA は選択される検査方法であり、SVD に対する検査特異性を高めるため、モノクロ

ーナル抗体が用いられる。場合によっては、 終的な検査を実施する前にブタ組織においてウイル

スを培養する必要がある。補体結合法、血清中和試験よおび寒天ゲル拡散法も SVD の診断に用いら

れる。他の水疱性疾患との鑑別は、補体結合法、ELISA、組織培養による感受性、pH 感受性の範

囲、ならびに電子顕微鏡によるウイルス粒子の観察に依存する。 
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本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 
SVD に対する治療法はなく、SVD を予防するワクチンもない。 
本症がある場所で発生した場合、感染および曝露したすべてのブタの屠殺、ブタに給餌され

るすべての残飯の（規則に応じた）徹底的な加熱調理、ならびにブタの移動規制をはじめ、厳格な

対策措置を直ちに開始することが重要である。本ウイルスは自然環境で長期間感染性を保つため、

罹患ブタを飼育していた敷地、ならびにブタが接触した可能性があるトラックおよび設備を消毒す

ることが重要である。 も有効な消毒薬は強アルカリ性剤であるが、有機物質がない場合は次亜塩

素酸塩または酸を含有するヨードフォアを用いることができる。 
本症未発生国は、ブタおよび豚肉製品の輸入禁止、あるいはウイルスを死滅させるため豚肉

製品を加工（熱処理など）することを徹底することにより、引き続き発生を防止することができ

る。アウトブレイクが疑われる場合は、当該当局に報告しなければならない。 
 
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 
 動物衛生および動物流行病学の観点からみた SVD の主な重要性は、口蹄病でないことを確

認するために診断することである。これは、おそらくテロリストにとって重要な問題ではないた

め、テロリストが生物兵器の目的で SVD ウイルスを入手することに多大な関心を示す可能性はない

と考えられる。 
 
精選参考文献： 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/53900.htm&word=%c2%95%09Swine%2cve
sicular%2cdisease> 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/SVD.htm> 
 
 
 
2.15.  疾患名：水疱性口内炎（Vesicular Stomatitis：VS） 
 
病原微生物の学名：Rhabdoviridae 科 Vesiculovirus 属 
 
本病原微生物が引き起こす疾患の一般名または俗名：  
 
病原菌の概要： 

VS は、米国のより温暖な温帯地方、特にメキシコ、中米および北南米において蔓延してお

り、通常流行性に発生する。 近では世界の他の地域において報告されていない。有蹄類の中でも

ウシ、ウマおよびブタが VS にきわめて罹患しやすいが、ヒツジおよびヤギも感染する場合があ

る。VS ウイルスは広範な宿主範囲を有する可能性があり、実験的にシカ、ボブキャット、アライグ

マ、サル、多くのげっ歯類および変温動物が感染している。VS 感染動物および VS ウイルスを用い

て作業するヒトにおいて、インフルエンザ様疾患が報告されている。 
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VS は 1 年を通して発生するおそれがあるが、雨季の終わりに多く発生する。媒介昆虫、特

にスナバエ（Lutzomyia shannoni）およびブユ（Simuliidae）、ならびに感染動物の移動が蔓延の原因

と考えられる。VS ウイルスには明確に異なる 2 つの血清型があり、New Jersey 型および Indiana 型

である。いずれも媒介昆虫、ならびに経卵感染により伝播する。おそらくウイルスの持続期間が存

在する。 
血清型に関して、2 つの血清型間、ならびに VS ウイルスと口蹄病、小水疱性発疹および豚

水疱病を引き起こすウイルスとの間にも交差免疫が認められない。VS は、口蹄病のように接触感染

性ではない。群れに感染が発生すると急速に蔓延し、数日後に群れの動物の 高 90%が臨床徴候を

示すと考えられ、群れのほぼすべての動物が本症に対して抗体を発現する。主な感染経路は不明で

あるが、皮膚または気道を介すると考えられる。 
 
本病原体が引き起こす疾患の症状およびその診断： 

VS の潜伏期間は 2～8 日、あるいはさらに長い可能性がある。多くの場合、唾液分泌過多が

本症の 初の徴候である。VS の特徴は発熱、口腔粘膜、下上皮、乳首、足底、蹄冠帯、場合によっ

ては身体の他の部分における水疱の形成である。罹患動物の口腔検査により、おそらく白く隆起し

た水疱がみられる。病変の大きさは多様であり、エンドウよりも小さいものもあるが、舌の表面全

体に及ぶものもある。ウマでは、病変が主として舌の上面に限られるが、口唇の内面、口角および

歯肉に及ぶ場合がある。ウシでは、病変が硬口蓋、口唇および歯肉にも生じ、鼻口部および鼻孔周

囲に及ぶ場合がある。ウマおよびウシの脚に及ぶ二次病変も珍しくない。乳牛では乳首の病変を認

める。ブタの自然感染において、脚の病変の発生頻度が高く、跛行が観察される 初の徴候である

ことが多い。水疱発現の直前、あるいは発現と同時に体温が上昇する場合がある。 
本ウイルスは、透明な水疱液および水疱被膜に大量に認められるが、全身ウイルス血症はま

れである。感染動物は、水疱が破裂する際、あるいはその直後に感染性が も高い。病変は約 5～6
日後に治癒する傾向がある。VS による死亡率はきわめて低い。通常、合併症はなく、本症は自己限

定性で、約 2 週間で回復する。乳牛の群れにおいて、生産量の低下が深刻な問題であり、続発症と

して乳腺炎がみられる場合がある。血清抗体は生涯持続するが、やはり VS の再発または再感染が

生じる場合がある。 
VS ウイルスは、感染動物の滲出液および唾液、さらにはマダニおよびカなどの媒介昆虫を

介して蔓延する。 
水疱性口内炎は経済的に重大な疾患であるが、口蹄病、小水疱性発疹および豚水疱病と類似

するため、特に重大性を有する。このため、アウトブレイクの場合、正確に診断しなければならな

い。自然条件下で水疱性口内炎がウマに感染した場合、ウマは口蹄病に罹患しにくいため、診断上

重大な問題はない。病変の分布および特徴に基づいて診断が行われ、本症は丘疹および膿疱を認め

ないことにより馬痘と鑑別することができる。ウシおよびブタにおける診断は、抗原として上皮病

変の懸濁液を用い、ELISA または補体結合法により行われる。これが陰性であれば、感染物質をマ

ウス、孵化鶏卵または組織培養により継代し、さらに回収されるいかなるウイルスについても

ELISA、補体結合法およびウイルス中和試験を実施する。これらの検査により、回復動物の血清か

ら抗体を検出することも可能である。また、特徴的なウイルスが存在するかどうか確認するため、

初の試料または継代した物質について電子顕微鏡検査を実施する場合がある。 
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本症の予防および治療、ならびに汚染除去： 
VS に特異的な治療法はない、擦過組織の二次感染および他の続発症を予防するため、罹患

動物を抗生物質により治療することも有用である。ラテンアメリカの一部の国々においてワクチン

が検討されているが、いずれも市販されていない。 
VS が群れに発生した場合、直ちに隔離を強制し、地方および州当局に通知することが重要

である。本症に類似するが、はるかに危険で破壊的な口蹄病ではなく VS であることを確認するこ

とがきわめて重要であるため、 終的な診断が下されるまで隔離を継続しなければならない。VS の

診断が確定すれば、罹患動物を健常動物と区別し、可能な場合は罹患動物を安定させなければなら

ない。殺虫剤の噴霧による昆虫駆除の対策も開始しなければならない。 後の病変の治癒後、少な

くとも 30 日間は、罹患動物の移動を引き続き規制する必要がある。罹患動物と接触した施設、トラ

ック、搾乳機および媒介物を消毒する必要がある。 
 
テロリストが本病原体に関心を示す可能性： 

VS ウイルスは経済的に重大なウイルスであるが、口蹄病、小水疱性発疹および豚水疱病を

引き起こすウイルスと類似するため、動物流行病にとって特に重大性を有する。このような根拠

は、おそらくテロリストにとってほとんど関心のないことと考えられ、特にこれより破壊的な他の

動物疾患の病原体を容易に入手し、戦略的に使用できることから、テロリストが武器として本病原

体に関心を示すことはないと考えられる。 
 
精選参考文献： 
Merck Veterinary Manual: 
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/52500.htm&word=%c2%95%09Vesicular%2
cstomatitis> 
Bayer Gray Book: <http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FAD/VST.htm> 
 
 
 

3.  生物兵器テロの可能性のある植物の病気 
 
 
3.1.  疾患名：細菌性縞葉枯病 (bacterial leaf streak) 
 
病原体の科学名：Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 
 
誘発される病気の一般名または通称： 
 
病原体の説明： 
 X. oryzae pv. oryzicolaは穀物、特に米の大病を誘発する。この病気を誘発するX.oryzae pv. 
oryzicolaは好気性グラム陰性桿菌で、気温26～30℃の間で も増殖する。通常、単細胞として増殖
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し、対で増殖することもあるが、連鎖状にはならない。この細菌は胞子を形成せず、被膜が無い。

液体中で単極鞭毛により移動する。寒天培地で黄白色、円形、平滑、凸レンズ状、粘着性のコロニ

ーを形成し、全縁がある。斜面培養での増殖は糸状である。ブイヨン内での増殖は穏やかで、表面

に輪状に増殖し明確な菌膜はみられない。 
 細菌は葉に気孔、水孔(hydatode)、あるいは風や昆虫の噛み口などによる傷から侵入する。

ある穀物内での広がりは感染した雨水や灌漑用水を通じて機械的接触により生じる。温暖で高湿度

という好条件下では、重篤な病気が急激に発症する。細菌に感染した種子が病気を広めることがで

きるため、種子による伝染が夏季から次の夏季へと起こりうる。しかし、この病原体は寒冷で乾燥

した冬季の気候では定着できないため、冬季に蒔かれた種子はこの病原体を伝播しない。細菌は感

染した葉や枯葉の上で季節を越えて存続できるが、非無菌土の中では生存できない。 
 葉の上で数珠状に生息する細菌細胞は、露や雨水で湿ると浮き上がり、風で吹き飛ばされて

拡散する。すると、新たな感染や被害が同じ葉や同じ植物、あるいは新たな植物の他の葉にもたら

される。この病気は通常、植栽の早期段階、 大の腋芽の萌出から円錐花序の 初の着花までに発

生する。古い植物の方が同じ種類の若い植物より病気に抵抗性がある。初回感染は葉脈間の柔組織

細胞でのみ認められる。感染率が 高になるのは葉の気孔が全開する真昼間である。侵入口を得る

と、細菌は気孔下腔内で増殖し、柔組織内の細胞間を進行する。ほどなく病変が生じ、細菌の浸出

液が病変部表面に形成される。乾燥条件下では、この浸出液は微細な黄色い玉となり、やがて葉か

ら離れて土や灌漑用水の中に落ちる。このような条件下で、細菌は葉から葉へと灌漑用水によって

運ばれる。細菌性縞葉枯病による損失が穀物で32.3%にも上ることが報告されている。 
 
病気の症状と診断 
 葉脈間に様々な長さの幅の狭い暗緑色の濡れた縞が、 初は葉身に限定して発現する。病変

部は拡大し、品種に応じて黄色がかったオレンジ色から茶色までに変色し、やがて癒着する。細菌

の浸出液の微細な琥珀色の滴がしばしば病変部にみられる。かなり進行した段階では、この病気は

X. oryzae pv oryzae により誘発されるものとの区別が困難であるが、病変部の縁は後者のケースのよ

うに波形ではなく、線形のままである。確認のためには細菌の直接観察が必要となる。損害は昆虫

の侵襲により損傷した組織に細菌が容易に侵入するため、鱗翅目メイガ(leaf roller)、コブノメイガ

(leaf-folder)、hispa beetles(Dicladipsa armigera）としばしば関連がある。 
 線状の縞か細長い透明な筋が日光に透かすと見える。筋が進行中の部分をカットして水の入

ったコップに入れると、細菌細胞の塊が葉から出て来るのが見え、5分後には水が濁る。 
 
病気の予防法と治療法 
 この病気は適切な施肥と適切な植栽間隔、抵抗性品種の使用、そして種子の温水処理によっ

てコントロールできる。畑の衛生管理を実践することが重要である。収穫後に放置されたひこば

え、わら、自生苗は季節始めの初回接種原を 低限にするために廃棄するとよい。特に苗床に優れ

た排水システムを用意することによってもこの病気を克服することができる。抵抗性品種の植栽は

細菌性縞葉枯病を予防する も有効な方法である。畑を休ませ、完全に乾燥させることも推奨され

る。 
 
病原体に対するテロリストの関心の有無 
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 X. oryzae pv oryzae（英文のまま）は植物の健康や植物産品に潜在的に重大な脅威となると、

米農務省（USDA）農事試験場森林課および農業研究助成局教育・普及課からの情報と、米生理学

会の諮問を受けたAPHIS10（動植物衛生検査局）の植物保護・検疫計画で、判定されている。X. 
oryzae pv oryzae（英文のまま）は中国南部、パキスタン、インド、ネパール、メキシコ、西アフリ

カで一般的な病原体であるが、米国内の分布はごく限られている。この病気は日本など温暖な気候

の国々での発生は報告されていない。これまでに報告の無い米国の地域に、もしこの病原体が導入

されるなら、穀物に大々的な被害をもたらす可能性がある。カリフォルニアなど米を生産する農業

州の被害は重大となりうる。テロリスト達はX. oryzae pv oryzae（英文のまま）の乾燥形態の開発が

技術的に困難ではないとみなすと思われ、これは穀物が栽培されている畑に煙霧剤として比較的簡

単に散布できる。 
 
情報源： 
International Rice Research Institute: 
<http://www.knowledgebank.irri.org/ricedoctor_mx/Fact_Sheets/Diseases/Bacterial_Leaf_Streak.htm> 
Sandia Report: <http://www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2003-3080.pdf> 
CAB International: <http://www.vaxteko.nu/html/sll/eppo/EDS/E-XANTOR.HTM> 
 
 
 
3.2.  疾患名：細菌性立ち枯れ病 (bacterial wilt) 
 
病原体の科学名：Ralstonia solanacearum Race 3 
 
誘発される病気の一般名または通称：高地立ち枯れ病(upland wilt)、赤腐れ(brown rot) 
 
病原体の説明： 
  R. solanacearumは世界的に広がる病原菌である。しかしこれは特に中米地域で蔓延してい

る。米国内の分布は極めて限られており、主にウィスコンシン州である。R. solanacearumは厳密に

好気性グラム陰性非胞子形成菌であり、被膜が無く、硝酸に還元、アンモニア形成の桿状菌であ

る。塩酸テトラゾリウム（TZC）培地で、不定型で流動性の、中心部がピンクの白いコロニーを形

成する。 
  R. solanacearumには3種のレースがあり、どの植物が攻撃を受けやすいかに基づいて区別さ

れる。R. solanacearumレース3は主にジャガイモとトマトを襲う。R. solanacearumレース3は寒冷な気

温に順応してきたために高地立ち枯れ病とも呼ばれる。細菌のこの順応性はジャガイモ栽培者にと

って脅威の増大を意味する。 
  細菌性立ち枯れ病は1年中持続する。またこれは感染土壌中でも感染土壌から流出する水中

でも効率的に拡がる。通常、R. solanacearumレース3は高湿度の土壌と低温という条件下で も良く

生存する。R. solanacearumレース3の病原性は気温が35℃を超えると低下する。この病気は温度範囲

が24～35℃の時に も病原性が強く、冬季の月間平均気温が10℃以下に落ちる温度環境では滅多に

見られない。主な伝播経路は感染して潜伏している種ジャガイモやその他植物の伝播材料による。 
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病気の症状と診断： 

R. solanacearum レース 3 による感染の主な症状は葉のしおれや下葉の異常な黄変である。

Ralstonia 菌に感染した症状を示す植物の葉茎の切片を水中に入れると細菌が流出するのが見られ

る。Ralstonia 菌に感染すると、茎の導管の退色が一般的で、根がときに茶変する。 
  細菌性立ち枯れ病の葉群で 初に目につく症状は、日中の暑い時期に枝の先端の葉が萎れる

が、夜間にはほぼ完全に回復することである。この症状は水分のストレスと誤解されることがあ

る。やがて葉は回復できずに死滅する。植物は成長が止まったように見え、黄変が始まる。病気が

進行するにつれ、茎に茶色の縞状の変色が見られ、葉は青銅色を帯びる。茎を折ったり、カットす

ると維管束から細菌の白いヌルヌルとした塊が滲出する。 
  塊茎の外部症状は病気の進行段階に応じて目に見える。症状は輪紋病のものと混同されるこ

とがある。細菌性立ち枯れ病は感染した葉群の目や茎の先端からしばしば出てくる分泌物により鑑

別できる（「ただれ目」）。発病した塊茎をカットすると、皮下約4～5 mmの部分に組織の変色、

および維管束の輪およびこの輪の両側 大0.5 cmの部分を直接取り巻く組織の茶変と壊死が見られ

る。 
  病気の重症度はR. solanacearumレース3が根の線虫と結びつくと増大する。線虫の侵入は植

物の生理を変化させ、細菌性立ち枯れ病に罹患しやすくする。 
 
病気の予防、治療、除染方法 
  R. solanacearumレース3に感染した植物の治療法は無い。R. solanacearumレース3に感染した

植物はこの病気の伝染を防ぐために廃棄しなければならない。 
 
病原体に対するテロリストの関心の有無 
 米農務省農事試験場森林課および農業研究助成局教育・普及課からの情報と米生理学会の諮

問を受けて、APHISの植物保護・検疫計画はR. solanacearumレース3が米国内の植物の健康や植物産

品に重大な潜在的脅威となる、と判定している。この病原体がもし米国内に導入されると、おそら

くジャガイモ、トマト、コショウ、バナナ、タバコ、ナスなどいくつかの重要な農産物に細菌性立

ち枯れ病を誘発すると思われる。細菌性立ち枯れ病はジャガイモ収穫高に 大75%の損失をもたら

しうる。この導入は細菌に感染した種ジャガイモの密輸入を通じて も簡単に行える。さらに、R. 
solanacearumレース3の純粋な培養物を増殖することは技術的にそれほど困難ではないため、テロリ

スト達がこの細菌を研究室で増殖し、細菌細胞を収穫し、保菌媒体に保存し、耕作地全体に散布す

るために米国に輸送することは可能と思われる。 
 
情報源： 
Western Australia Food and Agriculture: 
<http://www.agric.wa.gov.au/pls/portal30/docs/FOLDER/IKMP/PW/PH/DIS/VEG/FS00701.PDF> 
Sandia Laboratory: <http://www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2003-3080.pdf> 
USDA Pest Alert: <http://www.aphis.usda.gov/ppq/ep/ralstonia/index.html> 
USDA APHIS: <http://www.aphis.usda.gov/lpa/pubs/fsheet_faq_notice/faq_phralstonia.html> 
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3.3.  疾患名：褐条べと病(brown stripe downy mildew) 
 
病原体の科学名：Sclerophthora rayssiae var. zeae 
 
誘発される病気の一般名または通称： 
 
病原体の説明 
 土中に存在するこの菌により産生される胞子が一次感染源として働く。これが胞子嚢を形成

し、感染が葉の上の微細な斑点という形で発現し（遊走子形成病原菌による感染の特徴）、これが

成長して茶色の筋を形成する。二次感染は感染した葉の裏側表面に形成される胞子嚢によってもた

らされる。これは日本でトウモロコシに発生する唯一のべと病であるが、日本ではこれは重大な問

題ではない。インド、ネパール、パキスタン、タイでは、これはトウモロコシ、サトウモロコシと

もに発病する。 
 
病気の症状と診断 
  この病原体は葉脈が少ない葉にのみ疾患症状をもたらす。立ち枯れは通常、植物の 上部の

葉で始まる。葉は鈍い緑色に変色し、やがて脱色し、 終的に干上がる。幅3～7 mmの白化した複

数の縞が発現し、平行に伸びて、重篤なケースでは、葉身全体を覆うようになる。また重篤な感染

は染みとしても現れる。進行した段階の縞模様は紫か赤みを帯びて壊死性となり焼けたような外観

を呈す。病害は下葉に限定される。 
 
病気の予防、治療、除染方法 
  理想的には褐条べと病のコントロールには次の3つの方法を組み合わせるべきである：すな

わち殺真菌薬（できればメタラキシル）による種子の処理、真菌抵抗性ハイブリッドの植栽、作物

の輪作。このような統合的手法の実施が全てのコントロール方法を長続きさせる傾向がある。現

在、メタラキシル耐性真菌という問題は広がっていない。 
 
病原体に対するテロリストの関心の有無 
  米農務省農事試験場森林課および農業研究助成局教育・普及課からの情報と米生理学会の諮

問を受けて、APHISの植物保護・検疫計画は、Sclerophthora rayssiae var. zeaeが植物の健康や植物産

品に重大な潜在的脅威をもつ、と判定している。特にもし米国内に導入されると、これは米国中心

部を横断して伸びるいわゆるコーンベルト地帯に膨大な損害をもたらす可能性がある。種子によっ

て運ばれるその他の病原体と同じく、汚染された種子の米国への密輸入がその導入方法となりう

る。 
 
情報源： 
National Institute of Livestock and Grassland Science: <http://ss.ngri.affrc.go.jp/diseases/de1.htm> 
Sandia Laboratory: <http://www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2003-3080.pdf> 
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Ikisan.com: <http://www.ikisan.com/links/up_maizeDisease%20Management.shtml> 
 
 
 
3.4.  疾患名：カンキツグリーニング病 (cirtrus greening) 
 
病原体の科学名：Liberobacter africanus(Liberobacter asiaticus, Candidatus liberibacter) 
 
誘発される病気の一般名または通称：グリーニング(greening)、斑点モザイク病(blotchy mottle)、衰

弱 (decline[likubin])、胴枯れ病(dieback)、斑葉病(leaf mottle)、ベインフロアム(vein phloem)、劣化

(degerenation)、黄化した枝(yellow branch)、黄化した茎(yellow shoot) 
 
病原体の説明 
  L. africanusは柑橘類の樹木に重篤な病気を誘発する。これは東南アジアと南アフリカに広く

分布する。米国で報告されたことは一度もない。科学者がこれまでこの微生物を研究室で培養でき

たことはないため、これが細菌か他のタイプの生命体かどうかを含めこの特徴については、ほとん

ど知られていない。発病した樹木から採取した検体はL. africanusが長い、桿状（線維状）グラム陰

性菌であることを示す。南アフリカでみられるタイプのL. africanusは感熱性で、比較的低温（22～
24℃）で重篤な疾患症状を誘発する。L. africanusのアジア型は、熱耐性があると云われているが、

気温が温暖（27～32℃）、あるいはもっと寒冷な気候の地域で疾患症状をもたらす。これは昆虫、

例えばDiaporina citri（アジア柑橘類キジラミ）とTrioza erytreae（柑橘類キジラミ）、およびネナシ

カズラ類（Cuscuta spp.）によって伝播する。 
 
病気の症状と診断 

初の症状は正常なサイズの葉が葉脈に沿って黄変したり、あるいは斑点ができる。二次的

症状には小型で直立した葉の出現があり、亜鉛と鉄分の不足により誘発されるものに似た様々なパ

ターンの白化を示す。発病した果実は形が異常で（小型／不均衡）、酸が強く糖度が低いために苦

い。熟す前に落果することが多いが、木に残った果実は着色せず、日陰の側が緑のままである。種

子は発病した果実内では発育しない。病気の樹木の根系は適正に発達しない。感染した木や枝は落

葉がひどく、その後季節外の紅葉と開花を示し、重篤なケースでは立ち枯れが生じる。病原体の菌

株の相違により症状が異なり、アジア菌株はアフリカ菌株より重篤な症状をもたらす。 
 
病気の予防、治療、除染方法 
  病木を抗生物質で治療することができる。以下の抗生物質が使用されてきたが、奏効率には

幅がある：塩酸テトラサイクリン、ペニシリン‐カルベンダジン、塩酸テトラサイクリン、および

N-ピロリジノメチルテトラサイクリン（PMT）。塩酸テトラサイクリンは次の収穫における果実へ

の損害を60%から20%低下できる。二次抗生物質治療を受けた樹木が産生する果実のうち疾患症状

を示すのは10%未満である。 善の結果は樹木に注射を1ヶ月間隔で2回行うことにより達成でき

る。注射は抗生物質を含む液を圧力下で連続的に7日間注入することにより行う。抗生物質治療の主

な問題点はこれが比較的高価なことである。 



- 232 - 

 
 
 
 

 

 

89

  カンキツグリーニング病の広がりを防止するために以下の方法が使用できる。 
• 温熱療法‐接ぎ木の含水飽和状態で温度48～58℃の熱風処理は、程度に差があるものの奏効

している。若枝を47℃で2時間処理すると病気の発生率が低下し、もっと長時間の処理では

病原体が除去された。感染した木からの、芽継ぎに適した芽のある若枝(budwood)を51℃の

湯槽の上で1時間、49℃で2時間、さらに47℃で4時間温めると病気が防除されたが、これよ

り高温では一部組織の生存可能性が失われた。感染組織で芽継ぎした若木や苗に同じ処理を

38～40℃で3～4週間行っても病原体は死滅する。 
• グリーニング病に抵抗性の樹木を栽培する。 

次の方法をカンキツグリーニング病のベクターのコントロールに使用できる。 
• 化学的殺虫剤の使用‐殺虫剤の系統的使用は昆虫ベクターを防除する も有効な方法であ

る。 
• 生物学的コントロール‐卵をベクターの幼虫内で産む捕食スズメバチ（T. erytreae）はこの

昆虫ベクターを防除する有効な方法である。 
 
病原体へのテロリストの関心の有無 
  L.africanusは植物の健康や植物産品に重大な潜在的脅威をもたらす、と米農務省農事試験場

森林課および農業研究助成局教育・普及課からの情報と米生理学会の諮問を受けたAPHIS（動植物

衛生検査局）の植物保護・検疫計画により、判定されている。カンキツグリーニング病による損害

は容易に推測できない。ある樹木の一部のみ発病するため損害が小さいこともあれば、樹木全体が

感染し収穫全体が失われることもある。カンキツグリーニング病は極めて破壊的となり、破滅的な

損害をもたらす可能性がある。タイでは 高95%の感染率が認められており、南アフリカの一部地

域では100%の収穫の損失が認められている。この病原体がもし意図的に米国内に導入されると、こ

の国の無防備な集団はその攻撃に対して極度に弱いことが予想される。しかしベクターによって拡

散される全ての病原体によるケースと同様に、テロリストグループが実際にこの病原体を適切なベ

クターが存在しない地域に実際に導入することは技術的に困難であるように思われる。 
 
情報源： 
CBWInfo: <http://www.cbwinfo.com/Biological/PlantPath/CGD.html> 
Sandia Laboratory: <http://www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2003-3080.pdf> 
Annual Review of Phytopathology: <http://primera.tamu.edu/kcchome/pubs/green.htm> 
 
 
 
3.5.  疾患名：カンキツ斑入り萎黄病 (citrus variegated chlorosis) 
 
科学名：Xylella fastidiosa（カンキツ斑入り萎黄病菌株） 
 
誘発される病気の一般名または通称：アーモンドの葉焼け（almond leaf scroch）、偽ピーチ病(phony 
peach disease)、ピアス病(Pierce’s disease)、プラムの葉の日焼け(plum leaf scald) 
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病原体の説明 
  X. fastidiosaは主に柑橘類の樹木を襲う。その主な分布は現在、南米の南部であり、米国内で

報告されたことは一度もない。 
  細菌の染色検査ではグラム陰性で、特徴のあるしわの寄った外壁をもつ。植物への侵入口を

得ると、これは液体と養分の移動にとって決定的に重要な植物の木質部内に定着する。この場所で

細菌は急速に増殖し、水分の輸送を遮断するようになるため、その植物は死滅する。このプロセス

は 初に葉の縁でみられ、植物の中央組織へと進行し、やがて根も発病する。病原体は一部の昆

虫、および不注意な接ぎ木によって急速に伝染する。X. fastidiosaの主な昆虫ベクターは、

Dilobopterus costalimai(ヨコバイの1種)、Acrogonia terminalis（ヨコバイ）、Oncometopia facialis（ヨ

コバイの1種）、Bucephalogonia xantopis（ヨコバイの1種）、Plesiommata corniculata（ヨコバイの1
種）などである。 
 
病気の症状と診断 
  X. fastidiosaに起因する病気の徴候は葉、果実、樹木に認められる。葉では感染は葉の表側に

現れる白化した斑点、葉の対応する「裏側」にある茶色の小型の粘着性の斑点によって示される。

大量の細菌が発病した葉の葉柄と主脈で検出される。また栄養不足の症状も、主に亜鉛、ホウ素、

カリウムの不足によりみられる。 
  果実では、病木の一定比率の果実が大きさと硬さの低下を示す。しばしば発病した果実の数

の増加が同じ枝で見られる。これらは正常な果実の2/3の大きさで、濃い黄色をしている。 
  病木は成長速度の低下を示し、枝が著しく突き出ている。樹齢6年未満の若い木は、もっと

古い木よりカンキツ斑入り萎黄病に罹患し易い。発病した樹木の収量は低下する。若い樹木が発病

すると、ときに病気の症状はこの樹木が加齢とともに減少することが認められている。 
 
病気の予防、治療、除染方法 
  この病気の治療法は無い。樹木が感染した場合、樹木を刈り込んで感染した枝を、症状を示

す葉の一番下の葉から約20～50 cm下でカットすることがときに有益となる。これは一部の果樹園で

感染率を低下することが証明されている。この場合、刈り込まれた樹木に殺虫剤を噴霧し、昆虫ベ

クターが病気を健康な樹木に拡げるのを防ぐことも必要である。しかし通常、発病した樹木を廃棄

することが 善である。 
 
病原体に対するテロリストの関心の有無 
  米農務省農事試験場森林課および農業研究助成局教育・普及課からの情報と米生理学会の諮

問を受けて、APHISの植物保護・検疫計画はX. fastidiosaが米国内で植物の健康や植物産品に重大な

潜在的脅威となる、と判定している。特に、この病原体はこれまで米国で報告されていないため、

もしテロリストがこの病原体を導入すれば柑橘類の樹木の栽培地域全域が、重大な損害を蒙るよう

にみえる。しかし、この病原体を散布し柑橘類の樹木組織内への侵入口を得るにはベクターを必要

とするため、テロリストグループが実際にこの病原体をこれまでに存在していない地域に導入する

ことは技術的に困難であると思われる。そもそも意図的導入が考えられている地域で、この病原体

を散布できる昆虫ベクターの生命が維持されない可能性がある。 
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情報源： 
CBWInfo: <http://www.cbwinfo.com/Biological/Pathogens/SecondaryBW/SecTY.html#TY8> 
Sandia Laboratory: <http://www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2003-3080.pdf> 
Sao Paulo State Institute: 
<http://www.biologico.sp.gov.br/grandes_nomes/vitoria/citrus_variegated_chlorosis.htm> 
 
 
 
3.6.  疾患名：べと病 (downy mildew) 
 
病原体の科学名：Peronosclerospora philippinensis (P. sacchari; P. sorghi) 
 
誘発される病気の一般名または通称：フィリピンべと病 (Philippine downy mildew disease) 
 
病原体の説明： 
  真菌のPeronosporaceae属はべと病を誘発する。べと病は世界中で栽培される葡萄の木の も

重大な病気である。世界の熱帯および亜熱帯地域で、べと病はトウモロコシ、キビ、サトウモロコ

シなど主要食用作物に大きな損失をもたらすが、ヨーロッパべと病は豆類で も発生頻度の高い病

気である。P. philippinensisは主にトウモロコシを侵し、その名が示すようにフィリピンに蔓延す

る。べと病の重大さは、世界の殺菌剤生産高のおよそ17%が農家によってべと病に罹患した穀物の

治療、あるいはこれを誘発する病原体が彼らの穀物に被害を及ぼすのを防ぐために使用されてい

る、ということが物語っている。この病気がこれまで米国内で報告されたことは一度もない。 
  べと病は主にトウモロコシの木の若い、柔らかな葉、小枝、および実を襲う。胞子の発芽に

は植物組織の表面に水膜が必要であり、また感染と増殖にはじめじめした高湿度の環境と温暖な気

温が必要である。条件が満たされるとべと病は畑全体に急速に広がる。 
 
病気の症状と診断： 
  べと病の感染症状には上葉表面の、境界が不明確な小さな浅黄色の斑点がある。また一部の

宿主の上葉表面に紫がかった変色がみられることもある。結実組織はふわふわした生育状態を示

し、菌糸が葉の裏側の斑点の直下、あるいは実や茎に見える。 
  全体的症状は植栽から9日後に完全な萎黄病または萎黄病様縞として 初の本葉に発現す

る。局所的症状は双葉か3葉段階のときに発現する。通常、感染した葉は長い白化した複数の筋を示

し、分生子および分生子柄の綿毛のような増殖を伴う。感染が早期に起きると、植物は発育を阻害

され、死滅する。 
 
病気の予防、治療、除染方法 
  現在、べと病のコントロールに使用されるいくつかの化学的殺菌剤のグループがあり、この

うちフェニルアミド系（主にメタラキシル）はその全体的かつ治癒力のある作用により も重要で

ある。しかし、Peronosporaceaeはフェニルアミド系に対して耐性を発達させてきている。これは今

日世界中で蔓延している耐性である。またストロビルリン系など新しいグループの殺菌剤に対する
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べと病の耐性の報告もある。 
 
病原体に対するテロリストの関心の有無 
  米農務省農事試験場森林課および農業研究助成局教育・普及課からの情報と米生理学会の諮

問を受けたAPHIS（動植物衛生検査局）の植物保護・検疫計画により、P. philippinensisは植物の健康

や植物産品に対して重大な潜在的脅威となる、と判定されている。べと病はもしサトウキビ、サト

ウモロコシ、モロコシなど商業的に高価値の植物に感染するなら、穀類の収量に深刻な損害をもた

らす可能性がある。米国の比較的温暖で湿度の高い地域は も危険性があり、例えばフロリダ、ハ

ワイ、ルイジアナ、テキサスなどが該当する。テロリスト達にとって、P. philippinensisの胞子を例

えばフィリピン国内の感染植物からとり出した後、これらの胞子を米国のコーン栽培地域に輸送

し、そこで煙霧剤として散布することは技術的に困難なことではないと思われる。 
 
情報源： 
Sandia Laboratory: <http://www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2003-3080.pdf> 
Maize Genetics and Genomics: <http://www.maizegdb.org/cgi-bin/displayspeciesrecord.cgi?id=66828> 
 
 
 
3.7.  疾患名：プラムポックス (plum pox) 
 
病原体の科学名：Plumpox potyvirus(PPV) 
 
誘発される病気の一般名または通称：Sharka 
 
病原体の説明 
  この病原体ウイルスは世界中に分布しているが、特に地中海沿岸諸国、カナダ、チリで蔓延

している。米国での分布はごく限られており、主にペンシルベニア州である。PPVには4大タイプが

あり、D、M、C、EA株と呼ばれている。これらの株は全て大部分の核果に感染が可能である。こ

のウイルスは屈曲性の桿状ウイルスで、単分子のRNAを含み、これはウイルスが宿主植物に感染し

て自己を複製するために必要な情報をもつ遺伝子を保有している。このRNAはRNA分子を取り巻く

蛋白質の被覆によって伝染時の分解から守られている。ひとたびウイルスが植物細胞内への侵入口

を得ると、このウイルスのRNAは宿主細胞の蛋白産生機構を乗っ取り、自己の複製を開始する。こ

のウイルス複製プロセスは正常な植物の機能を妨害し、その結果、疾患症状が樹木に見られるよう

になる。 
  PPVは2種類のベクター、アブラムシとヒトによって拡散する。アブラムシはテストプロー

ブと呼ばれることを行って植物間を移動する際にウイルスを伝播する。人間の活動は遠距離拡散の

原因となる。ウイルスに感染した若木や苗、根茎が人間によって長距離輸送され、飛行するアブラ

ムシによるウイルスの自然な拡散を抑制する山岳地帯や森林、海洋など自然界のバリアを通過す

る。 
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病気の症状と診断 
  症状は宿主の種類によって異なるため、この病気の識別を困難にしている。 も一般的な症

状には、果実表面の白化もしくは黄色い輪状の斑点と線形模様、および葉の葉脈に沿った輪状斑紋

と退緑した黄変領域があり、ときに葉のねじれを併発する。場合によっては、1本の感染木で少数の

葉（または1本の枝）しか点検時に明白な症状を示さないことがある。したがって、検査室での検査

が感染確認のために必要となる。熟した桃の果実の症状は輪状の白化または線形模様である。発病

したプラムやアンズは変形し、果肉内部の茶変と核果表面の青白い輪や斑点を伴う。 
 
病気の予防、治療、除染方法 
  プラムポックスはコントロールが難しい。ひとたび導入されるとたちまち拡散し、地元の植

物の中で定着するようになる。ウイルスのコントロールには定期的な畑の検査、感染樹木の除去、

アブラムシのコントロール、そして罹患しやすい品種の抵抗性品種または非宿主穀物との置換を必

要とする。感染した樹木や果樹園に適用できる抗ウイルス治療は皆無である。いかなる時にも無病

の“propagative material（ある土地から他の土地に植栽用に輸送される植物）”を使用することは、

ウイルスの新たな地域への導入を防ぐうえで決定的に重要である。 
 
病原体に対するテロリストの関心の有無 
 米農務省農事試験場森林課および農業研究助成局教育・普及課からの情報と米生理学会の諮

問を受けたAPHISの植物保護・検疫計画は、PPVが米国内の植物の健康や植物産品に重大な潜在的

脅威をもつ、と判定している。もしテロリストによって導入されると、PPVは木になる果実を栽培

し販売する国や地方の経済に大きな損害をもたらしうる。PPVは果実を商品として市場に出荷でき

ないようにし、感染した樹木の収量を低下させる。病気の重症度は原因ウイルスの菌株およびサク

ラ属 (Prunus)の栽培変種（栽培される植物の品種）の易罹病性に依存する。PPVの存在は様々な種類

のサクラ属に感染するその土地固有の他のウイルス、例えばプルーン矮小化ウイルス、プルヌス壊

死性輪状斑ウイルス（褐変を誘発）、およびリンゴ白化葉斑ウイルス（黄変を誘発）の作用を強化

し、経済的損害をさらに拡大する。しかし、大部分の病原性ウイルスによるケースと同様に、テロ

リスト達はおそらくPPVを感染した植物からとり出し、攻撃用に選択した場所へ輸送する間に生か

しておき、これを効果的に散布することは技術的に困難であるとみなすと思われる。テロリスト達

にとって代替の攻撃方法は、ウイルスに感染した若枝、苗、または根茎をプラムポックスが風土病

である地域からとり出し、これを米国に密輸入する方法であろう。これもまた感染した物質を適切

に保管する必要があり、発見される確率が比較的高いため、達成困難と思われる。 
 
情報源： 
Sandia Laboratory: <http://www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2003-3080.pdf> 
Pennsylvania State University: <http://sharka.cas.psu.edu/review_update.htm> 
APS Net: <http://www.apsnet.org/online/feature/PlumPox/Top.html> 
USDA APHIS: <http://www.aphis.usda.gov/lpa/pubs/fsheet_faq_notice/fs_phplum.pdf> 
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3.8.  疾患名：ジャガイモ癌腫病(potato wart) 
 
病原体の科学名：Synchytrium endobioticum 
 
誘発される病気の一般名または通称：ジャガイモ根瘤病（potato canker） 
 
病原体の説明 
  S. endobioticumは土壌中の寄生菌で、菌糸を産生せずにおよそ200～300個の運動性遊走子形

成菌を含む胞子嚢を作る。春季に気温8℃以上で十分な湿気があると、土中で腐りかかったいぼ状突

起内に認められる越冬した胞子嚢が成長し、単一核の遊走子を放出する。この遊走子は1本の鞭毛

（尾）をもち、土中の水分の中を移動して宿主に到達できるようにする。適切な宿主細胞に遭遇す

ると、遊走子はその尾を脱ぎ捨ててこの細胞内に侵入する。感染した細胞は封入された真菌が短命

だが素早く再生する組織、すなわち夏季胞子嚢を形成するため肥大し、これから多数の遊走子が放

出されて隣接する細胞が感染する。この感染と放出のサイクルは条件が適合するかぎり長期に亘っ

て繰り返されるため、結果として宿主組織全体が完全に感染する。感染細胞を取り囲む細胞もほど

なく感染し、肥大するため、その植物の組織は歪み、特徴的なカリフラワー様の外観を示す。水不

足のような一定のストレス条件下では、遊走子は対となって癒合し、接合体を形成する。この場

合、宿主細胞壁はぴったり付着したままで、冬季胞子嚢と呼ばれる抵抗力のある厚い壁構造の外層

を形成する。成熟した冬季胞子嚢は、植物組織表面の腐敗の進む瘤から土中に放出される。これら

は 長30年間生存することができ、土中50 cmまでの深さで検出できる。病原体は発端の瘤をもつ感

染塊茎、あるいは塊茎に付着した感染土により伝播される。この胞子嚢は動物による消化にも生き

延びることができるため、動物が排泄する糞便によって伝播される。 
 
病気の症状と診断 
  病気の徴候はジャガイモの根を除く全ての地下部分に発現する可能性が高い。茎、走根、塊

茎の芽は感染および瘤の形成をもたらす異常な成長活動の中心部である。地上の症状は通常、明白

ではないが、植物の勢いの低下がみられるかもしれない。瘤はごく小型の隆起から大きな複雑に枝

分かれした組織に至るまで様々である。代表的な瘤は当初、白色で、球形に近いが、通常、組織は

固くない。ソフトで果肉状であり、塊茎より容易にカットできる。形態学的には、歪んで繁殖した

枝と、まとまって成長しカリフラワーの頭部に似た肥厚性の塊へと成長した葉で構成される。しば

しば発達中の瘤が地表すれすれまたは完全に地表に露出することがあるが、この場合これは緑色に

変色する。瘤が古くなると、地表か地下かを問わず、黒くなり腐敗する。塊茎全体が瘤の増殖によ

って入れ替わることも珍しくない。貯蔵中のジャガイモで発達する瘤は塊茎と同色になる。 
 
病気の予防、治療、浄化方法 
  現在、この病原体を治療する有効な化学的コントロール方法は皆無である。したがって、S. 
endobioticumは強制検疫と統制手続きの対象である（その培養は禁止され、感染地域からの輸入に対

する制限がある、など）。予防策として、米国の農民はジャガイモの健康な種子と抵抗性品種を使

用するよう教育されている。 
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病原体に対するテロリストの関心の有無 
  米農務省農事試験場森林課および農業研究助成局教育・普及課からの情報と米生理学会の諮

問を受けて、APHISの植物保護・検疫計画はS. endobioticumが植物の健康や植物産品に重大な潜在的

脅威をもつ、と判定している。特に、ジャガイモが栽培されているアイダホなど米国の広大な地域

はこの病原体がもし米国内に導入されるなら重大なマイナスの影響を受ける可能性がある。他の記

述で指摘されている通り、密輸入による感染種子を介しての病原体の導入は比較的容易に行える可

能性がある。 
 
情報源： 
Canadian Food Inspection Agency: <http://www.inspection.gc.ca/english/sci/surv/data/synende.shtml> 
Sandia Laboratory: <http://www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2003-3080.pdf> 
French Plant Health Inspection: <http://www.plantdepommedeterre.org/eng/disease/chamg3.htm> 
 
 
 
3.9.  疾患名：ダイズさび病 (soybean rust) 
 
病原体の科学名：Phakopsora pachyrhizi(Phakopsora meibomiae) 
 
誘発される病気の一般名または通称：オーストラレーシアダイズさび病(Australasian soybean rust)、
ダイズさび病菌(soybean rust fungus)、ダイズのさび(rust of soybean)、アジアダイズさび病(Asian 
soybean rust)、旧世界ダイズさび病(Old World soybean rust) 
 
病原体の説明 
  P. pachyrhiziはオーストラリア、中国、インド、東南アジア、西アフリカに蔓延する真菌で

ある（図1参照）。米国内の分布はごく限られており、主にルイジアナ州である。ダイズさび病を誘

発する真菌は偏性病原体であり、このことは生存するために生きた宿主細胞を必要とすることを意

味する。この病原体の主な伝播手段は胞子で、風によって運ばれる。この病気の発症を招く環境条

件は葉が長期間濡れているうえに気温が15～28℃（59～82°F）であることである。気温が30℃（86
°F）を超えると病気の発症が遅れる。ひとたび胞子による初期感染が宿主表皮細胞への直接侵入を

通じて定着すると、新しい真菌細胞が5～8日で発生する。好発性気温および比較的高水準の湿度

（75～80％）が6～12時間続くと、多数の胞子が産生され9～10日後に放出されて新たな病変部をも

たらす。各病変部は4～6週間で平均12,000個以上の胞子を産生することができ、強く感染したダイ

ズの葉では400ヵ所以上の病変部ができる。やがて真菌は冬胞子と呼ばれる別のタイプの胞子を形成

する。このさび病の疫学におけるその役割は明確ではない。この病原体は種子によって伝播されな

い。 
  ダイズはどの段階でもさび病に罹患し易いが、病気の重症度は感染時のその苗の生育段階に

依存する。収量に対するこの病気の影響は種子の重さの低下と鞘と種子の数の減少として現れる。

さび病原菌の宿主の範囲は広く、30種以上の豆果品種が侵される。Soybean plants are susceptible to 
rust at any stage, but disease severity depends on the developmental stage of the plant at the time of infection. 
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The effect of the disease on yields comes about mainly from lower seed weight and fewer pods and seeds. The 
rust pathogen has a wide host range, capable of attacking over 30 legume species. 
 
病気の症状と診断 
  ダイズさび病の早期検出は、病変部が細菌性葉斑や褐色斑(Septoria glycines)などダイズの葉

のその他の病気と似通っているために難しい。ダイズさび病の主な影響は光合成組織の破壊、早す

ぎる落葉、および成熟までの日数の短縮である。 も一般的な症状は葉の上の茶色から赤茶色の病

変で、しばしば病変部内に微細な隆起を伴う。この隆起は夏胞子器と呼ばれる胞子組織で、これが

葉に典型的な「さびた」外見をもたらす。これは葉の裏側に も豊富に認められ、葉の表側に形成

される夏胞子器の数はもっと少なく大きさも小さい。顕微鏡でしか見えない透明から黄土色の夏胞

子の塊がこの夏胞子器から放出される。これらは気流によって他のダイズの苗に運ばれ、また長距

離を運ばれることがある。ダイズさび病は感染した葉の顕微鏡検査により診断される。 
 
病気の予防、治療、および除染方法 
  さび病を予防する も有効かつ効率的なコントロール方法は農民がダイズの抵抗性品種を使

用することである。ひとたび病気が発現したなら、殺菌剤の散布が一部の生産地域における流行の

発生の抑制に有益である。米国でダイズへの葉面散布のために現在登録されている複合殺菌剤は少

数に過ぎず、例えばBravoとEquus(chlorothaninol)、ベンレートとTopsin M(チアベンダゾール)、およ

びQuadris(azoxystrobularin)がある。 
 
病原体に対するテロリストの関心の有無 
 米農務省農事試験場森林課および農業研究助成局教育・普及課からの情報と米生理学会の諮

問を受けて、APHISの植物保護・検疫計画はP. pachyrhiziが米国内の植物の健康や植物産品に重大な

潜在的脅威をもつ、と判定している。世界中でよく知られているように、米国は世界 大のダイズ

生産国であり、この必需品は広く輸出されている。この病原体がもし現在これが存在しない米国の

広大な地域に導入され、誘発する環境条件が整っているとすれば、この病原体はダイズの主要生産

地帯に深刻な経済的損害と収穫高の損失をもたらしうる。収量の損失と殺菌剤費用の上昇は短期間

でダイズ生産者にとって何10億ドルもの損害をもたらす可能性がある。胞子を産生するその他の真

菌と同じく、テロリスト達にとって、世界のある地区で感染した苗から胞子を獲得し、これらの胞

子を米国内のある地域まで運んで煙霧剤として散布することは、技術的にそれほど困難なことでは

ないと思われる。 
 
情報源： 
Plant Health Initiative: <http://www.planthealth.info/rust/rust.htm> 
Sandia Laboratory: <http://www.cmc.sandia.gov/links/cmc-papers/sand2003-3080.pdf> 
USDA APHIS: <http://www.aphis.usda.gov/ppq/ep/soybean_rust/sbr_riskevidoc2_23_04.pdf> 
APS Net: <http://www.apsnet.org/online/feature/rust/> 
Ohio State factsheet: <http://ohioline.osu.edu/ac-fact/0048.html> 
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図1：世界のダイズさび病の広がりを示す地図 
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索引(下記のページは本文の上段ページ番号) 
 

あ 
悪性膿疱 6 
アフリカ出血熱 19, 26 
アフリカ馬疫 (AHS)  48 
アフリカ豚コレラ (ASF) 49 
アーモンドの葉焼け 89 
アラストリム 38 
アルファウイルス 16, 45 
アレナウイルス科 11, 23 
アレナウイルス属 24 
アルゼンチン出血熱 11, 23 
アジアダイズさび病 95 
赤腐れ 85 
インフルエンザウイルス 64 
牛海綿状脳症 (BSE) 53 
牛潰瘍性乳頭炎 68 
牛肺疫 59 
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馬鼻疽 20 
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エボラウイルス 18 
オーストラレーシアダイズさび病 95 
オウム病 31 
オウム病クラミジア 32 
オウム熱 32 
黄化した枝 88 
黄化した茎 88 
大原病 40 
 

か 
褐色斑 95 
褐条べと病 86 
韓国型出血熱 22 
カンキツグリーニング病 88 
カンキツ斑入り萎黄病 89 
旧世界ダイズさび病 95 
Q 熱 33 
Q 熱リケッチア 33 
クロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD) 53 
クリミア・コンゴ熱 (CCHF) 10 
クリプト 12 
クリプトスポリジウム症 12 
クリプトスポリジウム・小型種 12 

クリセタ・メラヌラ 16 
グリーニング病 87 
ゲルストマン・シュトロイスラー症候群  54 
高病原性鳥インフルエンザ 64 
高地立ち枯れ病 85 
黒死病 30 
コレラ 9, 10 
コレラ菌 (V. cholerae) 9, 10 
口蹄疫 61 
 

さ 
細菌性赤痢 15 
細菌性葉斑 95 
細菌性縞葉枯病 83 
細菌性立ち枯れ病 85 
サクラ属 93 
サルモネラ 37 
サルモネラ症 37 
スクレイピー 54 
ソウルウイルス 22 
出血性ネフローゼ型腎炎 22 
ジャガイモ根瘤病 93 
ジャガイモ癌腫病 93 
小反芻獣疫 72 
シベリア潰瘍 6 
シン・ノンブレ 22 
腎症候性出血熱 22 
水疱性口内炎 81 
衰弱 87 
西部ウマ脳炎 (WEE) 47 
赤痢 15 
腺ペスト 30 
 

た 
ダイズのさび 95 
ダイズさび病 95 
ダイズさび病菌 95 
大痘瘡 39 
大腸菌 17 
炭疽 6, 
炭疽菌 6 
地中海熱 8 
腸チフス 42 
腸熱 42 
腸炎 16 
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デング熱 13 
デング熱 13 
デング熱ウイルス 13 
デング出血熱 (DHF) 13 
デングショック症候群 (DSS) 13 
天然痘 38 
中央アジア出血熱 10 
胴枯れ病 88 
痘疹 37 
東部ウマ脳炎 (EEE) 16 
トガウイルス科 16, 45 
鳥インフルエンザ 64 
 

な 
ナイロウイルス 10 
偽ピーチ病 89 
ニパウイルス 11,29 
ニパウイルス病 29 
ニパウイルス脳炎 29 
ニューカッスル病 69 
鼠チフス菌 37 
野兎病 40 
 

は 
ハト病 32 
パラミクソウイルス科 11, 29 
波状熱 8 
豚コレラ 56 
バング熱 8 
ハンタウイルス 11, 22 
ハンタウイルス病 22 
ハンタウイルス肺症候群 22 
斑点モザイク病 88 
斑葉病 88 
フィロウイルス科 11, 18, 26 
フィロウイルス  26 
豚水疱病 80 
フニン出血熱 23 
フニンウイルス 23, 25 
プラムの葉の日焼け 89 
プラムポックス 92 
プーミラウイルス 22 
ブルータング病 51, 52 
ボリビア出血熱 25 
ブルセラ 8 

ブルセラ症 8 
フレボウイルス属 34 
ブンヤウイルス科 11, 22 
鼻疽 20 
鼻疽菌 20 
ピアス病 89 
フランシス病 40 
プリオン 54 
ベインフロアム 87 
ベネズエラウマ脳炎(VEE) 15,45 
ベネズエラウマ熱 45 
ペスト 30 
ペスト菌 2 
べと病 91 
ヘルペス乳頭炎 68 
ヘルペスウイルス 68 
ホイットモーア病 28 
 

ま 
マールブルグ出血熱 11, 26 
マールブルグウイルス 18, 26 
マチュポ出血熱 25 
マチュポイルス 24, 25 
マルタ熱 8 
慢性消耗病 (CWD) 54 
南アメリカ出血熱 23 
 

や 
羊毛選別病 6 
羊痘・山羊痘 76, 77 
 

ら 
類鼻疽菌 28 
ラッサ熱 11, 24 
劣化 87 
流行性出血熱 21 
類鼻疽 22 
類鼻疽菌 19 
ランピースキン病 67 
リフトバレー熱 34 
 

わ 
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添付資料 1：技術単語および用語の説明 

抗体─異物（抗原）が侵入した場合に、生体の免疫防御系が産生する特殊なタンパク質分子。抗体

は抗原に結合することによって抗原を中和（無力化）する。 

抗原─生体に侵入すると生体に免疫防御反応を起こさせる物質。多くの微生物または化学物質が、

しかるべき環境下においては抗原になることがある。 

抗血清─抗体を含有する血清。 

細菌─核を持たず原形質膜の細胞壁を有する微生物である。細菌には好気菌と嫌気性菌とがある。

病原性の細菌はごくわずかである。ほとんどの DNA は長いループ状の分子（染色体）内に

あるが、小さな環状の二重らせんの DNA 分子で宿主に依存せずに複製することのできるプ

ラスミドを有する場合もある（後述のプラスミドを参照）。 

バクテリオファージ（ファージ）─細菌を攻撃するか、細菌に増殖するウイルス。バクテリオファ

ージは特異的である。つまり、ある一つのファージは一つの菌種しか攻撃しない。 

キャパシティー─ある特別な科学的手技またはテクノロジーを作り出すか応用する能力。 

細胞培養─植物または動物から取り出した細胞を培養によって増殖させること。 

細胞融合─2 つ以上の異なる細胞由来の核および細胞質を結合させて、単一のハイブリッド細胞を

形成すること。 

クローン─共通の祖先に由来する、無性生殖によって作られた遺伝的に同一の複数の細胞または生

体の一群。生体のクローンの場合、その生体を作り上げているすべての細胞は、元々の生体

と同一の遺伝材料を有し、その正確なコピーである。 

クローニング─遺伝工学を用いて単一の遺伝子または DNA の断片から、複数のコピーを生成する

こと。 

伝染─直接的または間接的接触による疾患の伝染。 

培養─人為的に調節した環境下における細胞または微生物の増殖。 

発展─より低く単純な形式から、高度でより複雑な形式へと徐々に進化すること。科学的および技

術的知見を、実践またはある特別な産物または可能性に応用する過程。 

DNA─デオキシリボ核酸。あらゆる生体（数は少ないが RNA ウイルスの一群は除く）に認められ

る遺伝情報を運ぶもの。あらゆる遺伝的特徴は、その生体の DAN の相補のどこかからコー

ドされる。 

酵素─生命を維持するための化学的過程を触媒する細胞が産生する特別なタンパク質。 
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酵素結合免疫吸着検出法（ELISA）─少量のウイルス抗原または抗ウイルス抗体を同定し定量する

ための迅速かつ感度の高い手法。 

大腸菌（E.coli）─通常、人体の大腸およびその他のほとんどの脊椎動物の腸管に住む菌の一種。い

くつかの菌種は病原性であり、尿路感染症や下痢性疾患を引き起こす。病原性をもたない菌

種は実験に用いられることが多い。 

媒介物─病原体の担体として働くことのできる医薬品を含む物体や材料。 

分画─化学的または物理的手法を用いて複数の物質の混合物を含む溶媒から分離された化学物質ま

たは化合物。 

真菌─一群の真核原生生物を指すための一般名で、葉緑素がなく硬い細胞壁を有することから植物

とは区別される。真菌の大半は酵母および糸状菌であるが、マッシュルーム、さび、煤も含

まれる。アオカビ属（Penicillium）などの糸状菌は多くの真菌を代表するもので、食物上で

繁殖する。酵母は一生のほとんどを単細胞で過ごす真菌で、真菌ファミリー、子嚢菌綱、担

子菌綱および不完全真菌に属する。病原性酵母にはカンジダ属が含まれる。 

遺伝子─遺伝の基礎的単位。化学的には遺伝子は規則正しく並んだヌクレオチドからなり、これが

特異的な産物をコードするか、特異的な機能を制御する。 

遺伝子スプライシング─DNA 内の化学結合を切断し再形成する部位特異的酵素を用いて、配列を変

化させた DNA を作り出すこと。 

遺伝工学─生きた細胞の遺伝を司る装置を変化させ、その細胞がより多くのあるいは異なる化学物

質を産生するようにするために用いられる手技全体を指す。これらの手技には遺伝子の化学

合成、遺伝子組換え DNA または遺伝子組換え RNA の作成、細胞融合、プラスミドによる

遺伝子導入、変換、トランスフェクションおよび伝達が含まれる。 

ゲノム─生体にある遺伝子および染色体の完全な一セット。 

ハザード─ある物質が即時または短期間で副作用を引き起こすか、通常の使用条件において損傷を

引き起こす可能性。 

グラム染色─1800 年代中旬にデンマークの細菌学者グラムが開発した染色手技。これによってその

細菌の細胞壁がどのように構成されているかが分かる。細胞壁に脂質が豊富にある場合、細

菌は青色に染色され、脂質が多くなければ赤に染色される。細菌学用語では、青色に染まる

生体はグラム陽性と呼ばれ、赤色に染まる生体はグラム陰性と呼ばれる。また、染色された

細菌の形状もさまざまである。 も多く認められるのは球状（cocci）または杆状である（添

付資料の 後の図を参照）。 

宿主─その代謝がウイルス、プラスミドまたはその他の外来 DNA の増殖または複製に用いられる

細胞。 
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ID50─被験物質の 50%を感染するのに必要とされる微生物の数。 

IND─治験新薬の略号。これは治験薬または生物学的製剤として人間に投与することが米国食品医

薬品局（FDA）によって許可されている薬物である。 

感染─病原体が宿主に侵入し定着すること。 

感染性の─感染を引き起こすことのできる、あるいは他者に伝播するまたは伝播することが可能

な。 

In vitro─文字上は「ガラスの中で」であるが、人為的環境、通常は実験室で行われる生物学的過程

または反応を指す。 

In vivo─文字上は「生体の中で」であるが、細胞や組織など生きた系で行われる生物学的過程また

は反応を指す。 

代謝─生体内で起こる化学的および生理学的過程の全体を指す。この過程で、食物が生化学物質の

複合体へと合成され（同化）、生化学物質の複合体が単純な化学物質へと変換され（異

化）、生体が機能し生殖するためのエネルギーが使える状態になる。 

微生物─顕微鏡で見える大きさの生物全体を指し、これには細菌、真菌、原生生物およびウイルス

が含まれる。 

ミクロン─1 メートルの百万分の一。 

モノクローナル抗体─特異的な抗原のみを認識するハイブリドーマが産生する抗体。 

罹患率─疾患の総体的発生率。 

nm─ナノメートル。ミクロンと同じ（1 メートルの百万分の一）。 

病原体─疾患を引き起こす生体。 

病原性の─疾患を引き起こす、あるいは引き起こすおそれのある。 

多態性の─形状がきわめて多岐にわたる。たとえば、染色後に球状に見える時もあれば、杆状に見

えることもあるような細菌。 

ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）─分析を目的としてある遺伝材料の数千から数百万のコピーを迅速

に作成するために実験室で用いられる手技。 

プリオン─プリオン病を引き起こす感染性タンパク粒子。 

プリオン病─動物にも人間にも起こる恐れのある脳を冒す感染性疾患。この疾患は感染する種によ

って異なる名前を持つ。 
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ヒト：クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）およびゲルストマン・シュトロイスラー･シェ

インカー症候群（GSS） 
ウシ：ウシ海綿状脳症（BSE） 
ヒツジ：スクレイピー 
シカおよびヘラジカ（elk）：慢性消耗病（CWD） 

製造─原料を一連の製造工程を経て製品やその部品に作り変えること。 

遺伝子組換え DNA─rDNA とも略される。異なる出発材料の DNA の切片を繋ぎ合わせてできたハ

イブリッド DNA。 

制限酵素断片長多型（RFLP）─制限酵素と呼ばれる DNA を切断するための特異的な酵素を用い、

二つの DNA の差異を検出する手法。RFLP は遺伝学的研究において「マーカー」遺伝子と

して用いられることが多い。 

リスク─ある特定の活動を行っているか、危険な物質に曝されている人または集団における外傷、

疾患または死亡の確率。リスクは数字（パーセンテージ）で表されることもあれば、質的用

語（軽度、中等度、重度）で表されることもある。 

RNA─リボ核酸。メッセンジャーRNA、転移 RNA、リボソーム RNA の三種類がある。RNA は

DNA 配列の遺伝コードをその相補タンパク質に転写するのに関与する。 

安全─危険に曝されていない、あるいは害、外傷またはリスクがない状態。 

保安─危険から保護されており、怖れや不安のない状態。スパイ行為、破壊行為および奇襲を見張

るために政府が採る措置。 

血清学的試験─抗体と抗原のあいだの相互作用に基づき、その間の特異的な因果関係を確認あるい

は否認するための免疫学的実験手段。 

合成─生体による化合物の産生。 

テクノロジー─科学的および技術的情報とノウハウとを組み合わせたもので、製品を設計、生産お

よび製造し、データを生成するのに用いられるもの。 

脅威─何か予期しない、通常は望ましくないか危険なことの徴候。それ自体の性格あるいはもう一

方との関係においてそのもう一方の福祉に脅威を与えるもの。 

TMP-SMX─トリメトプリム-スルファメトキサゾールという一般名をもつ抗生物質の略号（商品名

はバクトリムおよびセプトラ）。 

毒素─細菌、真菌、植物、昆虫および哺乳動物をはじめとする生体が産生し、抗体生成を誘導する

中毒性の有機化合物。 も毒性の高い毒素は、細菌由来のタンパク質である（内毒素および

外毒素も参照）。 
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伝播性海綿状脳症─すべてのプリオン病を網羅する一般名。 

ベクター─外来 DNA を宿主細胞に導入するのに用いる伝達物質で、通常はプラスミドまたはウイ

ルスである。 

ビリオン─タンパクの被膜をもつ、場合によってはさらに外側のエンベロープをもつ RNA または

DNA のコアからなり、ウイルスの細胞外における感染因子としての状態である、完全ウイ

ルス粒子。 

ウイルス─宿主細胞に侵入し、自らが増殖するためにその細胞の遺伝機序を破壊したか、破壊する

過程にあるウイルス粒子。 

兵器化─病原体または毒素を兵器として用いることができるまでに開発する過程。 

人獣共通伝染病─自然な環境下で動物からヒトへ感染する疾患。 
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添付資料 2：CDC が一覧にした重大な生物学的物質 11 
 

カテゴリーA 
米国の公衆衛生機関および一次医療従事者は、米国で認められることがまれな病原体も含め、種々

の生物学的物質に対応する準備を行っておかなくてはならない。 も優先順位の高い物質には、国

家単位の保安へのリスクとなる微生物が含まれる。これらは以下を特徴とする。 
• きわめて伝播しやすいか、人から人へ伝染する。 
• 死亡率が高く、公衆衛生に大規模な影響が生じるおそれがある。 
• パニックや社会的混乱を引き起こすことがある。 
• 公衆衛生における備えに特別な措置を必要とする。 

 
カテゴリーA の物質には以下が含まれる。 

• 大痘瘡（天然痘） 
• 炭疽菌（炭疽） 
• ペスト菌（ペスト） 
• ボツリヌス菌毒素（ボツリヌス中毒） 
• 野兎病菌（野兎病） 
• フィロウイルス属 

エボラ出血熱 
マールブルグ出血熱 
アレナウイルス 

• ラッサウイルス（ラッサ熱） 
• フニンウイルス（アルゼンチン出血熱）および関連ウイルス 

 
カテゴリーB 
優先順位が二番目に高い物質は以下を特徴とする。 

• 中等度に伝播しやすい。 
• 中等度の罹患率および軽度の死亡率を引き起こす。 
• CDC の診断キャパシティーを特別に強化し、疾患の監視体制を強化する必要がある。 

 
カテゴリーB の物質には以下が含まれる。 

• コクシエラ・バーネッティ（Q 熱） 
• ブルセラ属（ブルセラ病） 
• 鼻疽菌（鼻疽） 
• アルファウイルス属 
• ベネズエラ脳脊髄炎 
• 東部および西部ウマ脳脊髄炎 
• トウゴマ由来の毒素リシン（トウゴマの種子） 
• ウェルチ菌のエプシロン毒素 
• ブドウ球菌の内毒素 B 
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リスト B に準ずる物質には、食品または飲料水媒介性の病原体が含まれる。これらの病原体には以

下が含まれるが、これに限定されない。 
• サルモネラ属 
• 志賀赤痢菌 
• 大腸菌 O157:H7 
• コレラ菌 
• クリプトスポリジウム 

 
カテゴリーC 
優先順位が三番目に高い物質は、大衆への伝播を目的として遺伝子工学的に作られる可能性のある

全く新たな病原体である。これらが使われる理由としては以下が挙げられる。 
• 入手の容易性 
• 生産および伝播の容易性 
• 高い罹患率および死亡率を引き起こし、公衆衛生に大規模な影響が起こる可能性 

 
カテゴリーC の物質には以下が含まれる。 

• ニパウイルス 
• ハンタウイルス属 
• ダニ媒介出血熱ウイルス 
• ダニ媒介脳炎ウイルス 
• 黄熱 
• 多剤耐性結核 

 
リスト C の物質に備えるには、疾患の検出、診断、治療および予防能力を高めるため、継続的にリ

サーチを行う必要がある。テロリストが新たにどの病原体を用いるかを前もって知ることは不可能

であるため、生物テロへの備えを怠らず、継続的に疾患を監視し、CDC が作成した新興伝染病への

対策に従って疾患流行に対応することが肝要である。 
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添付資料 3：動植物の衛生に重大な脅威を与えるおそれがあると判断された 
生物学的物質および毒素の初回一覧 12 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
農業省 
動植物衛生監査部局 
7 CFR（連邦規制基準） Part 331 
9 CFR Part 121 
[整理番号 02-082-1] 
RIN 0579-AB47 
2002 年版農業における生物テロへの自衛措置；生物学的物質および毒素の一覧ならびに保有届け出

に関する要件および手続き 
当局：動植物衛生監査部局、USDA 
措置：暫定規則およびコメントの要請 
----------------------------------------------------------------------- 
要約：「2002 年版農業における生物テロへの自衛法」に準拠し、我々は規則により、動植物の衛

生、または動植物製品に重大な脅威を与えるおそれがあると判断される生物学的物質および毒素の

初回一覧を作成中である。本法によれば、一覧にある生物学的物質または毒素を一つでも保有する

者はすべて、本暫定規則の発表から 60 日以内にこうした物質を保有する旨を事務局に届けなければ

ならない。本暫定規則は生物学的物質および毒素の初回一覧を規定し、しかるべき届け出を行わな

ければならない場合の手段に関する指針を提供するものである。 
日付：本暫定規則は 2002 年 8 月 12 日に発効する。我々は 2002 年 10 月 11 日以前に受領したすべて

のコメントを考察する予定である。 
追加情報 
背景 
 大統領は 2002 年 6 月 12 日、法律「2002 年版公衆衛生保安および生物テロへの対処態勢および対

応法（公法 107-188）」に署名した。公法 107-188 のタイトル II、「危険な生物学的物質および毒素

への規制強化」（201～231 条）は、特定の生物学的物質および毒素を保健および福祉部局省（サブ

タイトル A、201～204 条）および農業省（サブタイトル B、211～213 条）が規制する旨を記載し、

重複する物質および毒素に関してはこの 2 省が省間協調であたる旨を記載する（サブタイトル C、
221 条）。サブタイトル D（231 条）は、特定の生物学的物質および毒素に関する罰則を記載する。

保健および福祉部局省については、疾病管理予防センター（CDC）が本法の対策を実行に移す代表

責任を負う当局と規定されてきた。動植物衛生監査部局（APHIS）は農業省（USDA）のためにそ

の役割を担う当局である。 
 サブタイトル B（「2002 年版農業における生物テロへの自衛措置」と呼ばれる。その措置は下記

を参照されたい）の 212 (a)条は、農業省の事務局（以下、事務局）は規則により、動植物の衛生、

または動植物製品に重大な脅威を与えるおそれがあると判断されるすべての生物学的物質およびす

べての毒素の一覧を作成しなければならない旨を部分的に記載する。任意の物質または毒素をこの
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一覧に含めるかどうかの判断にあたっては、本法は事務局が以下を考慮する必要があるとしてい

る。 
 その物質または毒素が動植物の衛生、および動植物製品の製造および市販可能性に与える作用。 
 その物質の病原性または毒素の毒性およびその物質または毒素が動植物に媒介される方法。 
 その物質または毒素に起因する疾病を治療し予防するための薬物療法および予防法の利用可能性

および有効性。 
 事務局が動植物の衛生または動植物製品を保護するべきであると判断するその他のあらゆる基

準。 
 また、この措置は事務局がしかるべき省および当局、ならびにしかるべき職業集団を代表する科

学的専門家と協議しなければならないとしている。 
 本法の 213 (a)条によれば、本法の制定日（すなわち 2002 年 8 月 11 日）から 60 日以内に 212 (a)条
に記載の初回一覧を作成する暫定 終規則を公表しなければならない。また本法によれば（213 (b)
条にて）一覧に記載の生物学的物質または毒素を一つでも保有する者は、こうした物質を保有して

いる旨を事務局に届けなければならないとしている。本法は、この一覧を決定している暫定規則

は、しかるべき届け出が必要とされる場合の手段に関して書面による指針を提供しなければならな

い。 
 上述の法定要件に準拠し、本暫定規則は生物学的物質および毒素の初回一覧を決定し、一覧に記

載の物質および毒素を保有する者が、こうした物質を保有している旨を届け出る場合の手段を決定

する。このため、我々は連邦規制基準（CFR）に新たなパート（Part）を作成中である。一つのパー

トは植物関連の対策、タイトル 7、チャプターIII であり、もう一つは動物関連の対策、タイトル

9、チャプターI である。 
 この新たな二つのパート、7 CFR part 331 および 9 CFR part 121 は、いずれも表題が「生物学的物

質および毒素の保有について」であり、同様に構成されている。いずれもがそのパートで用いられ

ている特別な用語の定義を行う条文、生物学的物質および毒素の一覧を記載する条文およびしかる

べき届け出を行う方法に関する指針を提供する条文からなる。この二つのパートの主要な違いは一

覧の内容である。7 CFR part 331 の規則は植物の衛生または植物製品の製造および市販可能性に重大

な脅威を与えるおそれがあると判断される物質および毒素のみを記載しているのに対し、9 CFR part 
121 の規則は、ヒトおよび動物のいずれもの衛生に（「重複する物質および毒素」）、動物の衛生

に、または畜産物の製造および市販可能性に重大な脅威を与えるおそれがあると判断される物質お

よび毒素を記載する。これらの新たな二つのパートについては下に詳述する。 
定義 
 7 CFR part 331 および 9 CFR part 121 はいずれも定義を行う条文から始まる。それぞれ 331.1 条お

よび 121.1 条である。一つの例外を除き、各条文で定義される用語は同じである。具体的には、い

ずれのパートでも生物学的物質、施設、者、施設責任当局者および毒素の用語を定義しているが、

重複する物質または毒素の用語は 9 CFR 121.1 にのみ記載する（この用語は 7 CFR part 331 の植物関

連規則には適用されない）。 
 生物学的物質および毒素の定義は、18 U.S.C. 178 から引用する。本法の 212 (1)条は、「「用語」

「生物学的物質」および「毒素」は合衆国法典タイトル 18、178 条に記載の用語と同じ意味を有す

る」としている。このため、我々は生物学的物質を「生物工学の結果作り出されることがあるあら

ゆる微生物、ウイルス、感染物質または生物学的製剤、または天然に発生するか生物工学によって
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作り出されるこうした微生物、ウイルス、感染物質または生物学的製剤の構成要素であり、以下を

引き起こす可能性があるもの 
(1) ヒト、動物、植物または別の生体の死亡、疾患または生物学的機能低下 
(2) あらゆる種類の食物、水、装置、供給装置、材質の劣化 
(3) 環境の悪化」 
と定義する。 
毒素は「植物、動物、微生物、ウイルス、真菌または感染物質のなかの中毒物質または、元となる

物質または製造方法に関係なく遺伝子を組換えた分子、(1) 生体によって製造される生物工学を用い

た結果産生されるあらゆる中毒性物質または生物学的産物、または(2) こうした物質の中毒性の同位

体または生物学的産物、同族体または誘導体を含む」と定義する。 
 9 CFR 121.1 では、重複する物質または毒素の定義も行う。我々が用いた定義は、CDC が定めた

規則 42 CFR 72.6 (j)の用語「選択物質」に記載の定義に基づくものである。42 CFR part 72 の添付資

料 A において、CDC は 36 種類の選択物質の一覧を記載しており、そのうち 18 種類はヒトおよび動

物のいずれにもリスクを有する微生物または毒素である。この 18 種類の微生物および毒素は、我々

の定めた規則 121.2 (a)条の「重複する物質または毒素」として一覧にされており、本法においてそ

の責任を遂行する目的で CDC と同じ方法で説明がなされている。 
 121.2 (a)条に一覧として記載された物質および毒素は、CDC による選択物質の一覧から引用した

ものであるため、CDC が定めた用語「選択物質」の定義を、我々の用語「重複する物質または毒

素」に適用し、一貫した骨組みで統制事項を提供することは適切であると我々は考える。このた

め、9 CFR 121.1 では、重複する物質または毒素は、「ヒトおよび動物のいずれにもリスクを有し、

121.2 (a)条の一覧にある微生物（ウイルス、細菌、真菌、リケッチアを含む）または毒素。この用

語は(1) 121.2 (a)条の一覧に記載された生体由来の遺伝子を操作された微生物または遺伝要素で、疾

患の起因となる要素を産生またはコードすることが明らかなもの、(2) 121.2 (a)条の一覧にある毒素

またはその中毒性のサブユニットのいずれかをコードする核酸配列を含む遺伝子を操作された微生

物または遺伝要素、も含む」と定義する。 
 7 CFR 331.1 および 9 CFR 121.1 の両方に定義された残る 3 つの用語は、施設、施設責任当局者お

よび者である。重複する物質または毒素の定義と同じく、我々が定めた規則は 初の 2 つの用語

は、42 CFR 72.6 (j)で CDC が定めた規則で定義されたのと同じ方法で定義し、一貫した骨組みで統

制事項を提供することとする。施設とは、「地理的に単一の場所に位置し、何らかの手段で本パー

トに属する生物学的物質または毒素を発送または受領することのあるあらゆる個人または政府機

関、大学、法人、企業、共同機関、会社、団体、商店またはその他の合法的組織」と定義する。一

般に、「地理的に単一の場所」は、同一の郵送先住所を有するビルディングおよび研究所の複合体

と解釈することができる。 
 施設責任当局者は、「このパートに属する生物学的物質または毒素を発送および受領することを

許可するある施設に属する当局者。この人物は安全性に関する当局者または施設の上級管理当局者

のいずれか、またはその両方であるべきである。施設責任当局者は、実際に生物学的物質または毒

素をその施設で発送または受領する人物であってはならない。」と定義される。明確性を期すた

め、9 CFR 121.1 におけるこの用語の定義では、「生物学的物質または毒素を発送および受領するこ

とを許可する」という文言の前に「重複する物質および毒素を含め、」という文言を付け加える。 
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 者の定義は「あらゆる個人、商店、法人、企業、会社または共同機関、あらゆる州または地域の

政府組織、または上記のいずれかで構成された組織」である。この用語は今回我々が定めた規則、

タイトル 7 および 9 の他の場所で定義されているため、この定義の適用範囲は、個人、企業および

その他の合法的組織に限定される。ただし、「者」を定義する本法の 212 (1)(5)条は、この用語には

連邦、州および地域の政府組織が含まれることを明言している。 
生物学的物質および毒素の一覧 
 本法の 212 (a)(1)条で求められる生物学的物質および毒素の初回一覧は、7 CFR 331.2 および 9 CFR 
121.2 に記載されている。本法はこれらの一覧に検閲を行い、2 年に一回再発行し、必要ではさらに

頻繁に再発行し、必要に応じて改訂することを求めている。 
 7 CFR 331.2 に記載の 9 種類の生物学的物質および毒素の一覧は、APHIS の植物保護および隔離

（PPQ）プログラムによって編集された。一覧にある物質および毒素は、ジャガイモ、米、大豆、

トウモロコシ、柑橘類および核果をはじめとする重要な農作物に深刻な脅威を与えるおそれのある

ウイルス、細菌、真菌である。PPQ の担当者は、植物の衛生または植物製品に深刻な脅威を与える

おそれのある既存または提案されたいくつかの植物病原体の一覧に関する中間検討会および検閲を

行った後、USDA 農業研究部局、森林部局および州共同研究、教育および拡張部局から入力の要請

を受け、米国植物病理学会と協議を行った。その結果、植物の衛生または植物製品に深刻な脅威を

与えるおそれのある物質および毒素の一覧は以下のとおりとなった。 
Liberobacter africanus, Liberobacter asiaticus 
Peronosclerospora philippinensis 
Phakopsora pachyrhizi 
Plum pox potyvirus 
Ralstonia solanacearum Race 3 
Sclerophthora rayssiae var. zeae 
Synchytrium endobioticum 
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 
Xylella fastidiosa（柑橘類ピアス氏病菌） 
 9 CFR 121.2 (a)に記載の 18 種類の重複する物質および毒素の一覧は、前述のとおり、CDC の定め

た 36 種類の選択物質からの引用であり、本則の一覧にある 18 種はヒトおよび動物の衛生の両方に

リスクを及ぼす選択物質である。2002 年 6 月、CDC は複数の当局による作業班を召集し、この 36
種類の選択物質の一覧を検閲し、そのリストの変更に関する勧告事項を作成した。CDC はこれらの

勧告事項を検閲しており、官報に文書を公表して一般からこの選択物質の一覧に変更が生じる可能

性についてのコメントを求めた。本暫定規則が発表された時点で、選択物質の一覧は依然として変

更段階中であることから、9 CFR 121.2 (a)に記載の重複する物質および毒素の一覧は、1996 年 10 月

に CDC が公表した選択物質一覧を反映したものである。9 CFR 121.2 (a)の一覧に記載の重複する物

質および毒素は以下のとおりである。 
鳥敗血症菌 
ウシ流産菌、ヤギ流産菌、ブタ流産菌 
ウマ鼻疽菌 
類鼻疽菌 
ボツリヌス菌 
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コクシジオイデス・イミティス 
Q 熱コクシエラ 
東部ウマ脳炎ウイルス 
ウマモービリウイルス（ヘンドラウイルス） 
野兎病菌 
リフトバレー熱ウイルス 
ベネズエラウマ脳炎ウイルス 
アフラトキシン 
ボツリヌス毒素 
ウェルシュ菌エプシロン毒素 
志賀毒素 
ブドウ球菌性エンテロトキシン 
T-2 毒素 
 9 CFR 121.2 (b)の一覧に記載の 23 種類の物質および毒素は、国際獣疫事務局（OIE）が「リスト

A」に分類した 15 の疾患のうち、14 の疾患の病原体になる。（リスト A の 15 番目の疾患、リフト

バレー熱の病原体は、121.2 (a)条に記載の重複する物質である。）OIE によれば、リスト A の疾患

は社会経済上または公衆衛生面で重要性が高く、大変深刻かつ国境にかかわりなく急速に伝播する

能力を持ち、かつ、家畜および畜産物の国際貿易上重要性の高い伝染性疾病である。OIE のリスト

A に挙げられている疾患は以下のとおりである。 
アフリカ馬疫 
アフリカ豚熱 
ブルータング（外来） 
豚コレラ 
伝染性牛肺疫 
口蹄疫 
高病原性鳥インフルエンザ 
ランピースキン病 
ニューカッスル病（外来） 
小反芻獣疫 
牛疫 
羊痘・山羊痘 
豚水胞病 
水胞性口炎（外来） 
 9 CFR 121.2 (b)の一覧に記載の残る 9 種類の物質および毒素のうち 5 種類は、OIE のリスト B の疾

患、すなわち、国内の社会経済上または公衆衛生面で重要であり、家畜および畜産物の国際貿易上

にも重要性があると認識される伝染性疾病である。9 CFR 121.2 (b)に含まれるリスト B 疾患は以下

のとおりである。 
牛海綿状脳症 
心水病（ハートウォーター） 
日本脳炎ウイルス 
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悪性カタル熱 
山羊伝染性胸膜肺炎 
 
 残る 4 種類の疾患/病原体─2 種類の限局性外来動物病原体（アカバネウイルスおよびラクダ痘ウ

イルス）および 2 種類の新興パラミクソウイルス（メナングルウイルスおよびニパウイルス）─

は、家畜の衛生または畜産物に深刻な脅威となるおそれがあるとして、9 CFR 121.2 (b)の一覧に記載

した。 
 
届け出要件からの免除 
 
本法の 212 (g)(1)(C)条に基づき、重複する物質または毒素であるか、それが負荷されているか、含

まれている特定の製品は、下記の法の一つに従って洗浄され、承認され、認可されるか登録されて

いる場合、規則から免除されることがある。 
 連邦食品医薬品化粧品法（21 U.S.C. 301 以下参照） 
 公衆衛生総局法の 351 条（42 U.S.C. 262） 
 本法は一般には「ウイルス-血清-毒素法（1913 年 3 月 4 日付法典 21 U.S.C. 151-159 の「動物産業

局」の見出しの 8 行目）または連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法（7 U.S.C. 131 以下参照）として知られて

いる。 
 
 本法の 213 条の項目(b)は、本暫定規則の対象となる届け出要件からの免除対策を説明している。

したがって、規則 9 CFR 121.2 (c)は、9 CFR 121.2 (a)の一覧に記載の重複する物質または毒素である

か、それが負荷されているか、含まれている製品を保有する者は、その製品が上述の法の一つに従

って洗浄され、承認され、認可されるか登録されている場合、9 CFR 121.3 の届け出要件から免除さ

れるものとした。 
 本法の 212 (g)(1)(C)条による免除は、重複する物質および毒素に制限され、7 CFR 331.2 に記載の

物質には適用されないため、我々はこれらの免除対策を 7 CFR part 331 の規則には含めなかった。

さらに、本法の 212 (g)(2)は、事務局がこれらの免除が家畜および植物衛生および畜産物および植物

製品の保護と矛盾しないと判断する場合は、重複する物質または毒素に関連しない免除に対して一

般的な許可を与えているにもかかわらず、上述の物質以外に対する免除措置はこれまでに採られた

ことはない。 
届け出の要件および手続き 
本法の 213 (b)条に従い、一覧にある生物学的物質または毒素を保有する者はすべて（本法の 212 (g)
条により免除されない限り）、本法の 212 (a)(1)条で暫定規則が発効する日、すなわち本暫定規則の

公布日から 60 日以内に、これらを保有する旨を事務局に届け出なければならない。したがって、7 
CFR 331.3 および 9 CFR 121.3 はいずれも、一覧にある生物学的物質または毒素を一つでも保有する

者または施設は必ず、本暫定規則の公布日から 60 日以内に APHIS にこれらを保有する旨を届け出

なければならない。ただし、9 CFR 121.3 の規則は、121.2 (a)条の一覧にある重複する物質または毒

素（すなわち前述のとおり CDC が定めた選択物質のなかに含まれるもの）を保有する者は、公法

107～188 条のサブタイトル A で規定された CDC への届け出日である、2002 年 9 月 10日までにしか

るべき届け出を行わなければならないものとしている。さらに、9 CFR 121.3 の規則は、上述の免除
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について記述し、9 CFR 121.2 (c)の基準に合致する製品については、届け出は必要ない旨を述べてい

る。7 CFR 331.3 および 9 CFR 121.3 の規則はいずれも、しかるべき届け出を行うのに用いる書式を

示しており（一つの書式は 7 CFR part 331 に従った届け出であり、もう一つの書式は 9 CFR part 121
に従った届け出である）、これらの書式の写しがどこで入手できるかを説明している。 
 届け出過程を簡略化するため、いずれの条文も、各施設で施設が指名した施設責任当局者が単一

の書式を提出し、届け出要件の管理ミスがないかどうかを確認し、施設責任当局者が届け出書式を

検閲し署名しなければならず、施設の応答に関して疑問が生じた場合は APHIS がこの当局者に連絡

するものとしている。 
 後に、いずれの条文も、記入済みの書式の送付住所ならびに書式の記入に際して介助が必要な

場合に電話するための電話番号を記載している。 
即時の措置 
 本暫定規則を 2002 年 8 月 11 日までに公表することを求める公法 107～188 条のタイトル II、サブ

タイトル B に記載の要件に USDA が準拠するため、即時の措置が必要になる。こうした事情に鑑

み、長官は前もっての届け出および一般からのコメントを求める機会を設けることが国民の利益に

反すると判断しており、5 U.S.C. 553 によれば本則を公報への発表から 30 日以内で発効させるのに

は正当な理由があると判断している。 
 我々は本則が公報に発表されてから 60 日以内に受領したコメントを検討する。コメント受付期間

が終わった後、我々は公報に新たな文書を発表する。この文書には受領したあらゆるコメントに関

する検討内容ならびに、コメントの結果我々が本則に対して行う修正内容が含まれる。 
大統領命令 12866 号および規制柔軟性法 
 本則は大統領命令 12866 号によって検閲を受けている。本則は大統領命令 12866 号の目的に重大

であると判断されており、したがって行政管理予算局によって検閲を受けている。 
 本暫定規則では、我々は規則に従って、動植物の衛生または畜産物または植物製品に対して深刻

な脅威になるおそれのあると判断される生物学的物質および毒素の初回一覧を作成中である。

「2002 年版農業における生物テロへの自衛法」は、この一覧に記載された生物学的物質および毒素

を保有する者はすべて、本暫定規則の発表日から 60 日以内に、これらの物質を保有している旨を事

務局に届け出なければならない。本暫定規則は、生物学的物質および毒素の初回一覧を作成するも

のであり、しかるべき届け出を行うための方法の指針を与えるものである。 
 規則柔軟性法は諸当局が規則によって小規模団体にかかる経済学的影響を特別に考慮することを

求めるものである。我々は本則によって影響を受ける諸団体は、本則の一覧に記載された生物学的

物質および毒素を使用する研究および関連活動を行う研究所およびその他の機関であると考えてい

る。 も影響を受ける団体（連邦または州の政治組織は除く）は、北米工業分類システム 
（NAICS）のコード 541710、「物理、工学および生命科学における研究および開発業」に該当する

ものと考えられる。中小企業庁が NAICS 541710 のために制定した中小企業の事業規模は、従業員

500 名未満とされている。また、影響を受ける可能性のある団体は、NAICS 541990「その他すべて

の職業的、科学的および技術的サービス業」および NAICS 611310「カレッジ、大学および職業学

校」に該当することも考えられる。これらの分類の業種における中小企業の事業規模は、年収 600
万ドル未満とされている。 
 本暫定規則は一覧に記載の生物学的物質または毒素を保有する者がその旨を APHIS に届け出るこ

とを求めるだけのものであることから、本則が事業規模に関係なく何らかの団体にとって実質的な
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経済的負担を与えるものであるとは考えられない。本則に伴うコストは、届出書に記入を行うスタ

ッフが費やす時間のみであると考える。本則は各施設につき文書を一つのみ提出させるものであ

り、ある施設の応答の準備に必要とされる時間の総量はわずかなものであるはずである。さらに、

本則に記載される類いの生物学的物質および毒素を扱う施設は、施設内にその時点で存在する物質

および毒素の一覧を含むデータベースまたはその他の記録を必ず保有しているはずである。このた

め、本則に準拠することによる人件費はわずかなものであると考えるものである。 
 本法で得られる利益は、APHIS が米国農業セクターにとって脅威となるおそれのある生物学的物

質および毒素の詳細な目録を保有することにより、このセクターの保護が強化されることである。 
 これらの事情に鑑み、動植物衛生監査部局局長は、本措置が小規模団体の大多数に対して著明な

経済的影響を与えるものではないと判断している。 
大統領命令 12372 号 
 本プログラム/活動は連邦国内助成カタログの 10.025 号に記載されており、州および地域当局との

政府間協議を求める大統領命令 12372 号の対象である。（7 CFR part 3015, subpart V を参照。） 
大統領命令 12988 号 
 本則は大統領命令 12988 号、民事司法改革法により検閲を受けている。本則は、(1)本則と矛盾す

るすべての州および地域法および規則に優先するものであり、(2)遡及効果を持たず、(3)何ものかが

本則を相手に訴訟を起こす前に行政上の手続きを必要としない。 
 
対象リスト 
7 CFR Part 331 
農業研究、研究所、植物病および植物疫、記録および記録保管要件 
9 CFR Part 121 
農業研究、動物疾患、研究所、医学研究、記録および記録保管要件 
したがって、我々は 7 CFR チャプターIII を、旧 part 331 の冒頭を削除し、新たな part 331 を付け加

えることで修正を加えている。また、9 CFR チャプターI、サブチャプターE を、下記のような新た

な part 121 を付け加えることで修正を加えている。 
 
7 CFR チャプターIII 
 
PART 331─生物学的物質および毒素の保有について 
 
条文 
331.1 定義 
331.2 生物学的物質および毒素の一覧 
331.3 届け出の要件および手続き 
許可：211～213 条、タイトル II、公法 107～188 条、116 Stat. 647（7 U.S.C. 8401） 
331.1 条 定義 
生物学的物質 
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生物工学の結果作り出されることがあるあらゆる微生物、ウイルス、感染物質または生物学的製

剤、または天然に発生するか生物工学によって作り出されるこうした微生物、ウイルス、感染物質

または生物学的製剤の構成要素であり、以下を引き起こす可能性があるもの 
(1) ヒト、動物、植物または別の生体の死亡、疾患または生物学的機能低下 
(2) あらゆる種類の食物、水、装置、供給装置、材質の劣化 
(3) 環境の悪化 

施設 
地理的に単一の場所に位置し、何らかの手段で本パートに属する生物学的物質または毒素を発送ま

たは受領することのあるあらゆる個人または政府機関、大学、法人、企業、共同機関、会社、団

体、商店またはその他の合法的組織 
者 
あらゆる個人、商店、法人、企業、会社または共同機関、あらゆる州または地域の政府組織、また

は上記のいずれかで構成された組織 
施設責任当局者 
このパートに属する生物学的物質または毒素を発送および受領することを許可するある施設に属す

る当局者。この人物は安全性に関する当局者または施設の上級管理当局者のいずれか、またはその

両方であるべきである。施設責任当局者は、実際に生物学的物質または毒素をその施設で発送また

は受領する人物であってはならない。 
毒素 
植物、動物、微生物、ウイルス、真菌または感染物質のなかの中毒物質または、元となる物質また

は製造方法に関係なく遺伝子を組換えた分子で以下を含む。 
(1) 生体によって製造される生物工学を用いた結果産生されるあらゆる中毒性物質または生物学的

産物 
(2) こうした物質の中毒性の同位体または生物学的産物、同族体または誘導体 

 
331.2 条 生物学的物質および毒素の一覧 
 
 本条文の一覧に記載の生物学的物質および毒素は、植物の衛生または植物製品の製造および市販

可能性に深刻な脅威になるおそれがあると判断されている。この一覧に記載の物質または毒素、記

載の疾患の場合はその疾患の病原体を一つでも保有している者は、その旨を 331.3 条に従って動植

物衛生監査部局に届け出なければならない。 
 
Liberobacter africanus, Liberobacter asiaticus 
Peronosclerospora philippinensis 
Phakopsora pachyrhizi 
Plum pox potyvirus 
Ralstonia solanacearum Race 3 
Sclerophthora rayssiae var. zeae 
Synchytrium endobioticum 
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 
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Xylella fastidiosa（柑橘類ピアス氏病菌） 
 
331.3 条 届け出の要件および手続き 
 

(a) 331.2 条に記載の生物学的物質または毒素を保有する者または施設は、必ずその旨を 2002 年 10
月 11 日までに動植物衛生監査部局（APHIS）に届け出なければならない。届け出は植物保護および

隔離（PPQ）書式 655 を用いて行わなければならない。この書式は PPQ の電話番号(301) 734-8896 に

電 話 す る こ と に よ っ て 入 手 す る こ と が で き る 。 こ の 書 式 は イ ン タ ー ネ ッ ト

http://www.aphis.usda.gov/ppq/permits でも入手可能である。 
(b) 各施設は PPQ 書式 655 を記入するための施設責任当局者 1 名を指名し、施設内のすべての者

が保有する一覧に記載のすべての物質および毒素を反映させた文書を各施設につき 1 枚だけ提出す

る必要がある。各施設の施設責任当局者は、施設内の他の者（例えば治験責任医師）と協議して、

届け出書式に記入するのに必要な情報を得る必要がある。施設責任当局者は届け出書式を検閲し署

名しなければならず、施設の応答に関して疑問が生じた場合は APHIS がこの当局者に連絡するもの

とする。 
(c) 記入済みの書式は、米国農業省、動植物衛生監査部局、植物保護および隔離、許可およびリス

ク評価部、4700 River Road Unit 133, Riverdale, Md 20737-1236 まで送付しなければならない。 
(d) 書式に記入する際に介助が必要な場合は(301) 734-8896 に電話することができる。 

 
（管理番号 0579-0204 で行政管理予算局により承認済み） 
 
9 CFR チャプターI 
 
PART121─生物学的物質および毒素の保有について 
 
条文 
121.1 定義 
121.2 生物学的物質および毒素の一覧 
121.3 届け出の要件および手続き 
許可：211～213 条、タイトル II、公法 107～188 条、116 Stat. 647（7 U.S.C. 8401） 
 
121.1 条 定義 
 
生物学的物質 
生物工学の結果作り出されることがあるあらゆる微生物、ウイルス、感染物質または生物学的製

剤、または天然に発生するか生物工学によって作り出されるこうした微生物、ウイルス、感染物質

または生物学的製剤の構成要素であり、以下を引き起こす可能性があるもの 
(1)  ヒト、動物、植物または別の生体の死亡、疾患または生物学的機能低下 
(2)  あらゆる種類の食物、水、装置、供給装置、材質の劣化 
(3)  環境の悪化 
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重複する物質または毒素 
ヒトおよび動物のいずれにもリスクを有し、121.2 (a)条の一覧にある微生物（ウイルス、細菌、真

菌、リケッチアを含む）または毒素。この用語は以下も含む。 
(1) 121.2 (a)条の一覧に記載された生体由来の遺伝子を操作された微生物または遺伝要素で、疾患

の起因となる要素を産生またはコードすることが明らかなもの 
(2) 121.2 (a)条の一覧にある毒素またはその中毒性のサブユニットのいずれかをコードする核酸配

列を含む遺伝子を操作された微生物または遺伝要素 
者 
あらゆる個人、商店、法人、企業、会社または共同機関、あらゆる州または地域の政府組織、また

は上記のいずれかで構成された組織 
施設責任当局者 
このパートに属する生物学的物質または毒素を発送および受領することを許可するある施設に属す

る当局者。この人物は安全性に関する当局者または施設の上級管理当局者のいずれか、またはその

両方であるべきである。施設責任当局者は、実際に生物学的物質または毒素をその施設で発送また

は受領する人物であってはならない。 
 
毒素 
植物、動物、微生物、ウイルス、真菌または感染物質のなかの中毒物質または、元となる物質また

は製造方法に関係なく遺伝子を組換えた分子で以下を含む。 
(1) 生体によって製造される生物工学を用いた結果産生されるあらゆる中毒性物質または生物学的

産物 
(2) こうした物質の中毒性の同位体または生物学的産物、同族体または誘導体 

 
121.2 条 生物学的物質および毒素の一覧 
 
 本条文の一覧に記載の生物学的物質および毒素は、ヒトおよび動物の衛生または畜産物の製造お

よび市販可能性に深刻な脅威になるおそれがあると判断されている。本条文の(c)項により免除され

ない限り、この一覧に記載の物質または毒素、記載の疾患の場合はその疾患の病原体を一つでも保

有している者は、その旨を 121.3 条に従って動植物衛生監査部局に届け出なければならない。 
(a) 重複する物質および毒素 
(1) 鳥敗血症菌 
(2) ウシ流産菌、ヤギ流産菌、ブタ流産菌 
(3) ウマ鼻疽菌 
(4) 類鼻疽菌 
(5) ボツリヌス菌 
(6) コクシジオイデス・イミティス 
(7) Q 熱コクシエラ 
(8) 東部ウマ脳炎ウイルス 
(9) ウマモービリウイルス（ヘンドラウイルス） 
(10) 野兎病菌 
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(11) リフトバレー熱ウイルス 
(12) ベネズエラウマ脳炎ウイルス 
(13) アフラトキシン 
(14) ボツリヌス毒素 
(15) ウェルシュ菌エプシロン毒素 
(16) 志賀毒素 
(17) ブドウ球菌性エンテロトキシン 
(18) T-2 毒素 
(b) 動物物質および毒素 

 
アフリカ馬疫 
アフリカ豚熱 
アカバネウイルス 
鳥インフルエンザ（高病原性） 
ブルータングウイルス（外来） 
牛海綿状脳症感染物質 
ラクダ痘ウイルス 
豚コレラ 
心水病（ハートウォーター） 
口蹄疫ウイルス 
山羊痘ウイルス 
日本脳炎ウイルス 
ランピースキン病ウイルス 
悪性カタル熱 
メナングルウイルス 
Mycoplasma capricolum/M.F38/M.mycoides capri（伝染性ヤギ肺疫） 
Mycoplasma mycoides mycoides（伝染性牛肺疫） 
ニューカッスル病ウイルス（外来） 
ニパウイルス 
小反芻獣疫 
牛疫 
羊痘 
豚水胞病 
水胞性口炎（外来） 
 

(c) 免除 
本条文の(a)項に記載の重複する物質または毒素であるか、それが負荷されているか、含まれてい

る特定の製品を保有する者は、その製品が下記の法の一つに従って洗浄され、承認され、認可され

るか登録されている場合、121.3 条の届け出要件から免除される。 
(1) 連邦食品医薬品化粧品法（21 U.S.C. 301 以下参照） 
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(2) 公衆衛生総局法の 351 条（42 U.S.C. 262） 
(3) 本法は一般には「ウイルス-血清-毒素法（1913 年 3 月 4 日付法典 21 U.S.C. 151-159 の「動物産

業局」の見出しの 8 行目）または 
(4) 連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法（7 U.S.C. 131 以下参照）として知られている。 

 
121.3 条 届け出の要件および手続き 
 

(a) 121.2 (b)条に記載の生物学的物質または毒素を保有する者または施設は、必ずその旨を 2002 年

10 月 11 日までに動植物衛生監査部局（APHIS）に届け出なければならない。121.2 (c)条によって免

除されない 121.2 (a)条に記載の生物学的物質または毒素を保有する者または施設は、必ずその旨を

2002 年 9 月 10 日までに APHIS に届け出なければならない。届け出は書式「選択物質または重大な

結果を招く家畜病原体および毒素の保有届け出」を用いて行わなければならない。自動読み取り式

の書式は (866) 567-4232 に電話することにより入手することができる。また別版の書式を

http://www.aphis.usda.gov/vs/ncie で入手することができる。 
(b) 各施設は PPQ 書式 655 を記入するための施設責任当局者 1 名を指名し、施設内のすべての者

が保有する一覧に記載のすべての物質および毒素を反映させた文書を各施設につき 1 枚だけ提出す

る必要がある。各施設の施設責任当局者は、施設内の他の者（例えば治験責任医師）と協議して、

届け出書式に記入するのに必要な情報を得る必要がある。施設責任当局者は届け出書式を検閲し署

名しなければならず、施設の応答に関して疑問が生じた場合は APHIS がこの当局者に連絡するもの

とする。 
(c) 記入済みの書式は、Analytical Sciences, Inc., Attn: FSO P.O. Box 341809, Bethesda, MD 20827-1809

まで送付しなければならない。 
(d) インターネットで入手できる書式に記入する際に介助が必要な場合は(301) 734-3222 に電話す

ることができる。自動読み取り式の書式に記入する際に介助が必要な場合は(866) 567-4232 に電話す

ることができる。 
 
（管理番号 0579-0201 で行政管理予算局により承認済み） 
 
    2002 年 8 月 7 日、ワシントン D.C.にて作成 
Bill Hawks 
市販および規定プログラム事務局 
[FR Doc. 02-20354, 8-9-02; 8:45 am にファイル済み] 
掲示番号 3410-34-P 
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添付資料 4：2005 年度生物テロに対する農業上の対策および自衛 
（およびその他の事柄）に関する発言 

 
（上院歳出委員会のみによる発表）13 
 

農務省事務局 Ann M.Veneman による農務省小委員会、 
農村開発および関連当局を前にした声明 

2004 年 3 月 25 日上院歳出委員会にて 
 

 議長、委員会の皆さん、ここで農務省（USDA）2005 年度予算を皆さんの前で検討

できますことを嬉しく思います。本日ここには首席エコノミストである Keith Collins、そし

て本省の予算役員 Steve Dewhurst にも来ていただいています。本年も USDA に対して賜りま

した委員会の支援と、長年にわたる米国の農業を支えるための本委員会と本省との有効な協

力関係にもう一度感謝したく思います。議長そしてその他の会員の皆様と働き、2005 年度

予算の決定までの期間にこうした課題に進捗をみることができ、わが国の農業セクターと、

それだけではなく他の多くの USDA の使命を果たす上で強力なプログラムを作成すること

ができるよう願っております。 
2005 年度予算は 820 億ドルの歳出を予定しており、これは 2004 年度よりも 40 億ドル、すな

わち約 5%の増加となっております。自由裁量支出は 208 億ドルと推定され、これは 2004 年

度よりも 7 億 2000 万ドル、すなわち 3%以上の減少となっております。本委員会に本省が要

請する 2005 年度自由裁量支出は 162 億ドルであります。受益者負担金案ならびにその他の

調整をこの予算に反映させますと、要請する正味金額は 149 億ドルであります。 
本省の 2005 年度予算は、この行政方策書「21 世紀の食品および農業方策」と矛盾しないも

のであり、USDA の長期計画を支えるものであります。いずれもが、農業生産者の経済的チ

ャンスを高め、米国農村における経済的チャンスを高めて生活の質を向上させ、米国の食品

供給と農業システムを保護し、栄養と衛生を向上させ、わが国の天然資源および環境を守り

かつ質を高めるべく作成されたものです。 
ご承知のとおり、現在、財務状況は逼迫しております。大統領は非防衛および非自国保安を

司る連邦政府の予算として、自由裁量支出の増加を 1%未満に抑える案が出されました。同

時に、テロとの戦いを継続し、自国の安全を守り、経済および雇用を強化するとともに医療

費を低減するといった、 優先事項に予算を拠出するとされております。これにより、わが

国は順調にいけば 5 年以内に赤字を半分に減らすことができます。USDA の予算もこの同じ

財務上の現実に直面しております。予算が制限されているため、本省の要請は今から申し上

げる 優先事項に絞ったものであります。 
• 安全かつ健全な食品供給を確保し、自国の安全を守ること 
 
• 2002 年度農業法案─我々が昨年度実行してきた主要な対策─を引き続き実行

し、保持財源をこれまでになく増加させること 
 

• 食品および栄養安全策のための資金調達記録を提供すること 
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• 農産物貿易を拡大すること 

 
• 農村地域の国民に家を与え、米国の農村部門に投資すること 

 
• 農業における基礎科学および応用科学を継続して支えること 

 
• USDA のプログラム送達およびカスタマーサービスを充実させること 

 
 これを概観といたしまして、次に 2005 年度特別予算案についてお話していきます。 

食品および農業の自衛 
 2001 年 9 月 11 日の同時多発テロを受けて開発されたインフラストラクチャーにより、本省

は行政が生物テロに対して自衛するうえで強力なパートナーとなることができるようになりまし

た。本省は他の政府当局と密接に協力して、自国保安委員会に参加し、何らかの生物テロ行為のお

それに備えてまいりました。2005 年度予算は、当局間で主導権を握り、連邦政府が迅速にこうした

脅威の内容を把握し、対処できる能力を高めることができるべく拠出されます。このように主導権

を握ることにより、人間の健康、食品、農業および環境のモニタリングにおける国家の監視能力が

高まります。これにより、データの共有が促進され、連邦、州および地域レベルの部門で行ってい

た分析結果を収集し、国土安全保障省（DHS）が指揮する包括的な連邦レベルの諸当局統合の能力

が、こうした大量のデータおよび予備的分析を迅速に収集し、それらを統合、分析することが可能

になります。 
 USDA が食品および農業の自衛の主導権を握るために要請する 3 億 8100 万ドルの主要な点

とは次に申し上げることです。 
 まず、合計 3800 万ドルの増額要請分を食品の自衛の強化にあてます。 

 
• 諸研究所が参加する食品緊急事態対応ネットワーク（FERN）を創設します。これには

電子的研究所交流ネットワーク（eLEXNET）および電子的手法収納庫の実行が含まれ

ます。  
 
• 病原体および汚染された食品を迅速に同定するための診断手法を開発します。 
 
• 牛肉、家禽類および卵における病原体およびその他の危険の監視およびモニタリング能

力を強化し、DHS における統合および分析機能との連結性を確立します。 
 

• 研究所の能力を高め、物理的保安状態を改善し、バイオセキュリティーの訓練および教

育を強化します。 
 

 次に、以下の増額要請分を農業の自衛の強化にあてます。 
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• 確固たる 新技術のバイオセーフティーレベル 3（BSL-3）の動物研究および診断所をア

イオワ州 Ames に建設するための 1 億 7800 万ドル。 
 

• 動植物の疫病および疾患に対する動植物衛生監査部局（APHIS）のモニタリングおよび

監視能力を実質的に高め、国内の獣医学ワクチンバンクからワクチンを入手しやすいよ

うにし、動植物の衛生を脅かすものをよりよく同定するために国家協力同意事項を増や

し、DHS における統合および分析機能との生物テロ監視のための連結性を提供し、植物

の選択病原体を追跡するためのシステムを確立するための 5000 万ドル。 
 

• 地域診断ネットワークを拡大し、食品自衛のためのプロを養成するための集学的単位プ

ログラムを諸大学に付与できる高等教育農業保安プログラムを設立するため、共同研究

・教育・普及部局（CSREES）へ 2700 万ドル。 
 
• 植物の種の業者と迅速に連携して、次の種蒔きの季節が来る前に生産者に疾病の耐性株

を提供する国家植物疾患回復システムを設立し、外来の植物疾患を同定、予防および管

理するための研究を実施するため、農業研究部局（ARS）に 900 万ドル。 
 

BSE 関連諸活動 
 本省は 近ワシントン州でウシ海綿状脳症（BSE）陽性結果が牛 1 頭に検出されたことに対

し、積極的な措置を行ってまいりました。行った措置は 1990 年より行われており、本疾患に関する

新の知見を反映させて持続的に更新している BSE 対応計画に基づくものでした。2003 年 8 月、ハ

ーバード大学は 2001 年度の初回試験の結果を再確認し、保安システムをすでに実行していることか

ら、米国で BSE が広範囲に感染するリスクは低いとしました。一般に、我々はこの事件に対し次の

ように効率的に対応してきました。 
  

• 追跡調査の結果はきわめて良好でした。国際専門者会議で本省によって包括的な疫学調

査が行われたことが示された後、我々は調査を2月9日に終了しました。また、この会議

では本省が12月30日に発表した措置ならびにその後に食品医薬品局が出した通達によ

り、人間および動物の衛生の保護がさらに強化されたことが示されました。 
 
• 我々はまた、これらの動物の屠殺場に由来する製品を追跡し、脳および脊髄といったハ

イリスクな産物は食品流通網に混入していないことを明らかにしました。しかし、検出

当日にその工場から出荷されたすべての牛肉は回収しました。 
 

• この調査期間、我々は定期的にブリーフィングを開催し、一般大衆にこの事件を知らせ

ました。1 週間で我々は一連の措置を発表し、本省のすでに強力であった安全策をさら

に強化しました。これらの措置には、食品流通網から即時に歩行不能、いわゆる「へた

り」動物を締め出し、脳や脊髄といった特定の危険な部位が食品供給系に入ることをさ

らに制限するといった措置が含まれました。小売業者および食品チェーン店は、BSE 発

見の結果、消費者からの要望に有害な影響は事実上全くなかったと報告しています。 
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• 本省の情報主任は、国家動物同定プログラムの設計を監視しています。本システムのデ

ザインにはあらゆる努力が払われ、それが技術的に中立であり、コストパフォーマンス

がよく、生産者に予期しない費用の負担がかからないようにしています。 
 

• また、我々は BSE 迅速検査キットの承認段階中にあり、国家レベルの監視体制がさらに

強化されるようにしています。 
 
• 我々は貿易パートナーとの連携も継続して行っております。輸出市場を再び増やすこと

が行政にとって 重要課題であり、諸外国の反応は科学的知見を反映したものでなけれ

ばなりません。残念ながら米国牛の輸出市場の大半、その主要なバイヤーである日本、

メキシコ、韓国などは、ただちに米国牛に対して市場を閉鎖しており、これまで輸出し

ていた米国牛の生産量の 1 割を今や国内市場で吸収しなければならない事態になってお

ります。輸出の減少はただちに蓄牛市場に影響を与え、現金取引でまず価格が 15～20%
低下し、今後も前年同期を超えたままという見通しです。この落ち込みにもかかわら

ず、USDA が現在飼育している牛の値段は 100 グラムあたり 74～79 ドルであり、過去 5
年間の平均以上のままで、過去 11 年間では 2 番目に高い平均価格となる見通しです。 

 
• 我々は堅固な BSE 監視プログラムを本国で確実に継続することに全力を投じておりま

す。3 月 15 日、我々は国際科学者審理会議の勧告事項に基づく、拡大監視プログラムの

詳細を発表いたしました。この強化されたプログラムの目標は、ハイリスク集団におけ

るできるだけ多くの牛を検査し、健常な高年齢の牛集団のサンプリングを検査すること

です。USDA はこの増加する検査に対する準備を始めており、このプログラムが完全に

実行されるのは 2004 年 6 月 1 日であると予測しております。その間、BSE 検査は、2004
年に 4 万頭を検査する計画に基づき、現在の頻度で継続される予定です。検査はアイオ

ワ州 Ames の USDA 国家獣医学部局研究所ならびに国中の諸研究所のネットワークで行

われる予定です。 
 
 2005 年度大統領予算の一部として、我々は 6000 万ドル、すなわち 4700 万ドルの増額を要請

しております。これにより、以下を行う予定です。 
 

• 検証可能な国家動物 ID システムの実行をさらに加速する 
 
• 現在の BSE 監視プログラムを増加させる 
 
• BSE 検査の技術に関する高度な研究および開発を行う 

 
• 特定のリスク部位および高度な肉回収のための規則に準拠したモニタリングおよび監視

体制を強化する 
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• 契約または迅速な支払いの減少に起因する BSE 関連の訴えを受ける市場に対して、迅速

に対応するチームを派遣する 
 

健康な米国のためのよりよい栄養 
USDA は国家で も早く増大している公衆衛生問題、すなわち肥満にも取り組んでおります。本省

は学校での昼食および朝食プログラム、女性、幼児および小児（WIC）のための特別サプリメント

栄養プログラム、フードスタンプといった栄養介助プログラムへの参加が、より健康な食事とその

結果よりよい健康につながることを保証するための特別な責任を負っております。USDA の研究

は、肥満および健康な体重管理において食事が果たす役割を理解するのに重要です。USDA は、健

康福祉省（DHHS）とともに、「アメリカ人のための食事ガイドライン」改訂版の作成の責任を担

っております。これは USDA および DHHS の共著で 2005 年 1 月に発行される予定です。同時に、

本省は「食品ガイドピラミッド」の徹底的な再評価および更新を実施中です。これらの文書はすべ

ての米国民に向けた連邦政府の栄養への啓蒙努力の土台です。こうした努力とともに、USDA は大

統領の「より健康な米国」の唱道に重大な役割を果たしております。この一環として、USDA は

DHHS と密接に連携して、良好な栄養と適切な運動を啓蒙しています。 
 本省の 2005 年度予算には、栄養の研究、教育および啓蒙プログラムにあてるための約 7 億

ドルが含まれています。3300 万ドルの増加分は、主として肥満関連の指導にあてられます。この支

出のうち、 も多くを占めるのが栄養教育および啓蒙プログラムで、5 億 4000 万ドル強、すなわち

2005 年度予算のほぼ 8 割を占めます。これらの連邦資金は、地域の役員が地域の需要に見合うよう

に設計した、広域にわたる栄養教育および啓蒙活動を実施する州および地域パートナーによる支出

が大きいことにより増額されています。  
 摂らなければならない栄養に関する基礎研究、食品消費パターンのモニタリング、食事に影

響を与える社会的および行動学的要因の分析、プロジェクトの説明会の実施にかかる支出が、残る

支出の内容です。我々は健康統計学国立センターと連携して、肥満の原因と考えうる治療法を研究

するという、連邦および非連邦の科学者たちによる増えつつある研究を食品消費データでサポート

します。 
 

農業・海外農業関連局 
 現在種々の農業経済の主要な部門での市場状態は良好です。農業部門の純現金収入は 2003
年度で 高記録となりました。2005 年度大統領予算は、引き続き現在広く実行されている農業法案

を継続することを支援していますが、本法案による実質的な保全プログラムの拡大については尚作

業中であります。また、この予算は、続く数年で農業経済の持続的発展にとって重大な鍵となる強

力な産出高保険プログラムおよび積極的国際貿易プログラムを支援するものであります。 
 
農業プログラム送達 
 農業サービス庁（FSA）の収支は 2005 年度で 13 億ドルであり、2004 年度よりも 5090 万ド

ル増額となっております。この予算で、約 6000 名の年間連邦スタッフおよびほぼ 10300 名の年間郡

・非連邦スタッフ（年間一時雇用スタッフ約 1000 名を含む）の配属を行う予定です。一時雇用スタ

ッフの数は、2003 年度および 2004 年度の数よりも減少させる予定です。新たな農業プログラムの

初回施行に伴う厳しい作業が完了しているためです。ただし、我々は FSA の作業を継続する予定で
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おり、2005 年度にも相当数は残したい考えです。このため、恒久的な郡・非連邦スタッフの数は現

行を維持します。また、この予算はさらに 100 名の年間連邦スタッフに用いて、農業貸付金負債人

へのサービスを向上させる予定です。またこの予算はサービスセンター近代化唱道に関連する FSA
の情報技術（IT）への努力への持続的資金調達にあてられます。  
国際貿易 
 貿易は米国の農業にとって決定的に重要です。米国は世界で 大の農産物輸出国です。わが

国の農産物の輸出量は、農場受領現金のほぼ 1/4 に相当し、農業部門は米国経済の 2 倍ほど貿易に

頼っている計算になります。国内の需要量に勝りつづけている生産能力の上昇とともに、米国の農

業従事者および農場経営者の経済的発展および将来の繁栄は、我々の貿易障壁を低くする努力の絶

え間ない成功および海外市場の開拓にかかっているのです。したがって、国際市場の拡大は、本省

の長期計画の重要な目標の一つなのです。 
 2005 年度予算案は、本政権が本省の国際プログラムおよび活動のため、輸出拡大および海

外市場の開発に 66 億ドル超を投じることを完全に支援するものであります。これらの[プログラム

は本政権が発足して以来著明に増大しており、2001 年度と比較しますと 14 億ドル以上、すなわち

27%の増加となっております。 
 海外農業関連局（FAS）は本省の国際的活動を指揮する局であります。当局は海外に 80 箇

所の事務所からなるネットワークをもち、その本部スタッフはここワシントンで働いております。

FAS は広域にわたる活動を行い、海外市場の拡大と維持に務めております。FAS の活動に対する

2005 年度の要請予算は 1 億 4800 万ドルであります。これは 2004 年度よりもほぼ 1200万ドルの増額

で、当局の活動を有効に行い、重要なサービスを米国の農業に還元するために使われます。この資

金調達により、FAS は海外での高い作業コストを補い、電話通信網を改善し、当局の IT システムお

よびその適用を近代化するという優先度の高い作業を実行に移すことができます。 
 本省の輸出促進および市場開発プログラムは FAS が実施しますが、国際市場を拡大する

我々の努力の柱となるものです。商品金融公社（CCC）輸出貸付金保証プログラムはこれらのプロ

グラムのなかでも 大のものです。米国の農産物に対する海外市場は順調に発展を続けており、そ

の発展はこの保証プログラムのもとで容易になる輸出高に反映されることになります。2005 年度、

本予算案は 45 億ドル規模のプログラムを提案していますが、これは 2004 年度現在の推定額からわ

ずか 2 億 5000 万ドル上回るだけです。 
本予算は、市場アクセスプログラムおよび共同プログラムをはじめとする本省の市場開発プログラ

ムに引き続き資金調達を行います。現在の規模は 1 億 7300 万ドルとなっております。これには、乳

製品輸出集中プログラムに対する 5300 万ドルおよび輸出強化プログラム 2800 万ドルが含まれま

す。 
 わが国の生産者の有能性および生産力により、米国は地球全体の食糧援助のリーダーとなっ

ております。2005 年度予算は米国の海外食糧援助活動に 15 億ドル超規模を拠出しています。これ

には公法 480 条タイトル I 貸付金およびタイトル II 無償提供プログラムに対する 13 億ドルが含まれ

ます。教育および小児の栄養のための McGovern-Dole 国際食糧プログラムに対する資金調達は、

7500 万ドルへと増額され、2004 年度と比較して 50%増となります。本予算には、CCC による食糧

進歩プログラムに対する推定 1 億 4900 万ドルも含まれています。このプログラムは当局の法律の必

要に応じて 40 万トンの食糧援助を行うためのものです。 
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農業貸付金 
 本予算は、生産者が必要に応じて連邦が支援母体の作業、所有権および緊急事態の貸付金を

得られる機会を増やすための約 38 億ドルに相当する貸付金プログラムを支援しています。このプロ

グラム規模は昨年よりも約 3 億ドル高くなっています。直接ローンプログラムよりも交付にかかる

コストが低いため、要請される交付金額は 2004 年度よりも少なくなっています。また、これらのプ

ログラムでは資金調達を再調節して、現実的な需要によりよく応える努力も行ってきています。こ

の予算には緊急事態用ローンプログラムのための 2500 万ドルの要請も含まれています。また、前年

度から繰り越された未使用の資金は 2005 年度に流用されます。 
産出高保険 
 本予算は産出高保険プログラムに完全な資金調達を行います。本予算にはプログラム実行お

よび保障金の支払いに伴う義務費用のための「必要になるかもしれない金額」が含まれています。

義務費用の現時点での推定額は約 37 億ドルです。 
 本予算には農村管理局（RMA）の自由裁量費用 9200 万ドルの要請が含まれており、これは

2004 年度よりも 2100 万ドル増加しています。この増額された資金は、RMA の IT インフラストラク

チャーの近代化と、30 名の年間スタッフの追加のため至急に必要とされています。追加のスタッフ

は、一部は産出高保険に加入する企業および生産者をモニターし、詐欺、浪費および乱用を発見・

予防するために雇用されます。 
 
 マーケティングおよび規制プログラム 
 マーケティングおよび規制プログラム部局は、消費者および米国の生産者の両方の利益のた

め、農業市場の競合性を保護し、高めるための基礎的なインフラストラクチャーを提供します。 
 
疫病および疾患 
 動植物資源の衛生を不注意および意図的な疫病および疾患の脅威から守ることは、APHIS の

主要な責任です。2005 年度予算は、収支として 8 億 2800 万ドルの予算を割り当てており、これは

2004 年度の推定額を 1 億 1200 万ドル（16%）上回っています。この増額分の大半は食品および農業

自衛唱道および BSE 関連活動にあてられます。 
 
 また、この増額分は低病原性鳥インフルエンザ、新興の植物疫病（特に柑橘類潰瘍病および

アオナガタマムシ）、チチュウカイミバエ、結核、スクレイピーへの対策として要請され、660 万

ドルの増額分は、本省の産出高に基づくバイオテクノロジー検査に対する規制システムを強化する

ために要請されています。 
 
マーケティング 
 2005 年度には、農務省マーケティング部局（AMS）予算案では、7 億 3200 万ドル規模のプ

ログラムが提示され、そのうち 8700 万ドルすなわち 12%は受益者負担金および 32 条に基づいて拠

出されます。AMS は食品・栄養部局および FSA と連携して、国内給食プログラムの需要に合致

し、市況の安定化に寄与する備品を購入します。2005 年度予算には、3 つの USDA 部局が備品の注
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文、購入および配達を管理・調整するのに用いている時代遅れの IT システムを入れ替えるという決

定的に必要な事柄に着手するために割り当てられる 1000 万ドルの増額分が含まれています。 
 マーケティングおよび規制プログラムのなかでもう一つ重要な予算案とは、穀物検疫・梱包

業者・家畜飼育場管理局（GIPSA）が関与するものです。2005 年度予算案では、約 4400 万ドルの支

出規模のプログラムが提案されています。この総額のうち、2000 万ドルは穀物検疫の標準化、準拠

および手法の開発に使用され、残る 2400 万ドルは梱包業者・家畜飼育場管理プログラムに使用され

ます。2005 年度予算には以下を行うための 770 万ドルの増額分が含まれています。 
• 市場の監視を行い、マーケティングと契約条項がBSEの発見後も守られていることを確

認すること 
 
• 当局のIT機能を大幅にグレードアップすること。これには家畜および穀物貿易に関連す

る情報を安全に認め、分析し、普及する能力が含まれます。 
 

• 家畜および精肉産業が死骸を評価するのに用いていた種々の技術をモニターし、これら

の技術が公正かつ一貫した方法でなされていることを確認すること。生産者補償金は

徐々に、単に彼らが屠殺場に持ち込んだ家畜の体重だけではなく、死骸の特徴（脂肪含

有量など）にも左右されるようになっています。 
 

• GIPSAが穀物貿易に関する国際的課題に取り組みこれを解決できるようにすること、つ

まり、米国の輸出に際する障壁を取り除くこと 
 
 GIPSA の予算には、認可委員会にすでに提出されている 2 種類の受益者負担金案が含まれて

います。新たな受益者負担金は、穀物業者が使用している公的な穀物標準品を開発、検閲、維持す

るための費用を回収するために負荷されます。穀物を受領、発送、保管または処理する者はこれら

の費用を補うために合計で推定約 600 万ドルの費用を負担することになります。また、梱包業者・

家畜飼育場管理プログラムは、梱包業者、生きた鶏を扱う業者、鶏肉処理業者、飼育場所有者、市

場当局者ならびに梱包業者・家畜飼育場法で定められたディーラーに求められる約 2300 万ドルの新

たな免許取得料によって資金調達されます。 
 

食品の安全性 
USDA は食品の供給を保護するのに決定的な役割を果たし、生物テロ攻撃から国家の食品供

給を保護するのに中枢的な役割を果たします。当局は食品の安全性のためのインフラストラクチャ

ーに対して継続的に投資を行うことが、USDA の目標、すなわち国家の農業および食品供給の保護

および安全性を高めるのに必要であると考えています。 
食品安全検査部局の 2005 年度予算では、9 億 5200 万ドル規模のプログラムが実施され、こ

れは 2004 年度を 6100 万ドル上回ります。この予算には 7690 名の家畜および鶏監査者への支払いの

ための増額分が含まれており、これは絶え間ない監査を行うのに必要であります。 
FSIS のための予算は 500 万ドルが要請されています。これは、2003 年度および 2004 年度に

資金調達された屠殺に関する人道的手段法を完全に施行するためのものです。この資金により、当

局は 63 名の年間スタッフを割り当て、900 の連邦監査施設で家畜が人道的に扱われていることを確
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認してきました。人道的取り扱いの確認を強化することで、当局は 2002 年度には人道的取り扱い監

査を 86810 件しか行えなかったところを、2003 年度には 111117 件行うことができました。これは

28%の増加に相当します。推定は困難ですが、FSIS は強制措置および違法行為の数の増加は、FSIS
地域担当者、第一線監督者および獣医師の訓練と相互関係努力が積み重ねられ、非人道的な取り扱

い状況に対する当局の規則の適用と施行過程がよりよく理解されてきた結果であると報告していま

す。一般会計事務所が推奨するように、FSIS は監査過程の改善を継続して行い、法が正しく施行さ

れ、確認活動と施行措置の両方を正確に追跡できるようにしていく予定です。 
本予算には、農場から各家庭への食品に由来する危険発生率を抑えるという FSIS の長期目

標を達成するため、プログラムの改善を支援するための約 3360 万ドルの増額分が含まれています。

この増額分の大半は食品および農業自衛唱道および BSE 関連活動にあてられます。 
本予算では家畜および家禽の監査担当者を幅広く訓練するための 710 万ドルの増額分が拠出されて

います。これは 2004 年度の FSIS 訓練予算において 50%以上の増額です。この試みでは、エントリ

ーレベルの監査者にはすべて公的な教室で訓練を課し、1 年以内の雇用で基礎的な監査業務を実施

できるようにします。現時点では、この種の訓練を受けている新たな従業員はわずかに 2 割に留ま

ります。また、現在の監査者には追加的な訓練を課し、よりよく病原体の減少/危険分析重要管理点

の規則および食品安全性サンプリングを実施できるようにします。訓練レベルが上がれば、業務を

実施する監査者の一貫性および有効性が高まり、より安全な食品供給が得られます。 
また、2004 年度予算では、承認された主要な変更以外の監査サービスを提供する費用の 100%を回

収することにより、年間で受益者負担金としてさらに 1 億 2400 万ドルを収集するという 2003 年 8
月に国会に提出された法案が再提案されました。この方法で受益者負担金を評価することで、政府

によって支払われる完全な第二次変更を行うのに十分な生産量をもつ生産者と、現時点では自らで

支払わなければならない部分的な変更しか行えない生産量しかない他の施設との公平が促進されま

す。こうした資金の大部分を受益者負担金として回収することで、納税者には減税を行うことがで

きます。これらの費用は生産者が受け取る値段または小売業者で消費者が支払う値段にわずかな影

響しか与えません。 
 

食品、栄養および消費者サービス 
本予算は、USDA の国内栄養介助プログラムに対する 501 億ドルを含みます。これは 29 億ドルの増

額であり、これまでの 高額となります。この予算により、経済的自給自足を行えない低所得家庭

および個人が栄養介助を受けられるようになります。USDA は栄養摂取を改善し、母乳による授乳

率を上昇させ、米国民にみられる肥満および太りすぎを抑えるための情報を提供すべく努力を行っ

ています。大統領の「より健康な米国」唱道に関連する仕事に加え、USDA は栄養介助プログラム

利害関係者とともに、当該者の健康を改善するための長期計画を作成します。WIC プログラムは今

年再認可される予定であり、その予算は 48 億ドルです。これは資金調達要請のなかでも も高額な

もので、多数の低所得者層、リスク層を介助するものです。この要請額が特別に増大しつづけてい

るのは、迅速な追跡を可能にする州情報システムを開発し、仲間同士のカウンセリングを通じて母

乳による授乳率を上げ、小児の肥満予防プロジェクトを支援するためです。健全な出産と考えうる

良の栄養習慣を確立するための WIC プログラムを確固たるものにすることが、当局の 優先課題

であります。 
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低所得者層が適切な食事を摂れるようにするための、米国の努力の土台となるフードスタンププロ

グラムには、336 億ドルが拠出されています。本予算は、食品のコストがわずかにインフレ傾向に

あり、参加者数の増加は 1200 万人で、2004 年度推定人数から 5%の増加となることを見越しており

ます。本予算には不測の事態のための 30 億ドル、プエルトリコの栄養介助のための 14 億ドル、州

行政出費分の連邦負担分 24 億ドルおよび雇用および訓練を支援するための約 3 億ドルが含まれてい

ます。プログラムでの支払いミスの低減については、著明な進歩がみられています。2002 年、支払

いの 91.74%は正確に行われ、支払い過ぎのミスは利益の 6.16%でした。2002 年度の農業法案によっ

て許可された管理の優れた州への財政的インセンティブの変化は 2005 年の施行に向けて追跡中で

す。2005 年は農業法案が定めたタイムラインであり、これはプログラムへのアクセスならびにプロ

グラムの完全性を改良するのに役立つと思われます。 
小児栄養プログラムには 114 億ドルが拠出され、食品のコストのインフレ、出される食事の回数の

増加とプログラムの完全性のため増額となっております。また、本予算には、適格性を判断するた

めの軍住宅割り当ての排除といった、期限切れになろうとしているいくつかの重要な対策のための

資金も含まれています。本省は今春、法案再許可に向けて議会とともに働き、3 月末に期限切れに

なるこうした重要な対策も含め、このプログラムのすべての側面が中断されることなく継続される

ようにしていきます。 
本省は学校給食への資金が需要のあるところに届くようにし、再許可で達成される節約分が本プロ

グラムに再投資されるように取り組んでいきます。 
 

天然資源および環境 
2002 年度の農業法案は前例のない保護制度に向けた取り組みであり、その継続的な実行は現在も持

続中のチャレンジであり本省の高い優先事項であります。これを成功裏に行うため、本予算は農業

法案のプログラムへの資金調達量を増やすだけでなく、本省が国家、州、地域および農場レベルの

保護課題にすべての範囲にわたって取り組む能力が得られるような基礎的な保護プログラムを支援

しつづけることを提案しております。 
2005 年度予算は天然資源保護部局（NRCS）に対し、農業法案保護プログラムのための強制的 CCC
援助資金 19 億ドルに加えて、FSA が実行する保護指定地プログラムのための 20 億ドルを要請して

おります。これは 2004 年度を 2 億ドル上回るもので、環境の質インセンティブプログラムに対する

10 億ドルが含まれています。これにより、この重要なプログラムにはほぼ 4 万名の生産者が参加す

ることができます。また、本予算は湿地保護プログラムに対する 2 億 9500 万ドルを含み、これによ

り本省はさらに 20 万エーカーをプログラムに取り込むことができるようになります。さらに、2 億

900 万ドルが、継続中の保護受託責任を支援し、天然資源の状態を維持、強化する生産者を褒賞す

る新たな保存保全プログラムの拡大を支援します。CCC 資金調達のうち残る 3 億 5100 万ドルは、

緑地保護プログラム、野生動物生息地インセンティブプログラムならびに農場・牧場地保護プログ

ラムをはじめとする農業法案プログラムを支援します。 
特殊割当金については、2005 年度予算は全額で 9 億 800 万ドルとしており、そのなかには本省の州

および地域組織との保護活動パートナーシップを支援する基本的プログラムである保護技術的介助

（CTA）のための 6 億 400 万ドルが含まれます。また本予算案はこれとは別に総額 9200 万ドルの資

金調達で、湿地保護および保護保全プログラムを支援するための技術的介助活動を行います。これ

により、他の農業法案プログラムからの資金注入をおこなわなくてはならない額が制限され、生産
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者に 大限の財政的介助を行うことができます。全体的な CTA の資金により、本省は農業生産性を

維持し、水質および牧草地の質を向上させるといった天然資源課題に引き続き取り組むことができ

ます。 
流域プログラム分野については、本予算は流域の実行、計画およびリハビリテーションに対する資

金調達額を減額しております。これにより、NRCS はいくつかの資源をより逼迫した農業法案の実

行課題に取り組むべく振り分けることができ、 も重要な流域開発に対する資金も保っていること

ができます。緊急事態による支出は予測がきわめて困難であるため、本予算案では緊急事態の作業

に適切な資金を算出することはせず、その代わりに緊急事態が発生した場合に被害に資金を調達す

ることにしています。 
後に、本省の 2005 年度予算は、現在認可されている 375 地区すべての資源保護および開発地区に

対する支援額を維持しています。この重要な活動を継続し、天然保護プログラムを計画、開発およ

び実行する場合の州および地域のリーダーシップを改善していきます。 
 

農村開発 
米国の農村には 6000 万人を超える人々が住んでおり、そのうちのほとんどが農業従事者ではありま

せん。米国の農村は国家の財産に寄与する多数の産業にとって従業者の雇用場所であります。ま

た、米国の農村はきわめて多岐にわたっており、人口と雇用機会が減少している地区から、迅速に

人口が増えており郊外化している地区もあります。このため、対応は地区によって異なり、州およ

び地区の優先課題が国家の目標と一致するためには計画と協調が必要とされます。USDA はこの現

実を重く見、米国農村における経済的機会を増やし、生活の質が向上するための支援に取り組みま

す。本省の農村開発プログラムは、従来のものと将来を見据えたものの両方です。これらのプログ

ラムの多くは電気、電話サービスおよびその他の装備を農場および農村にもたらすべく作成されま

した。これらのプログラムは米国農村の経済的生産性と生活の質に計り知れない貢献を果たしてき

ました。また、USDA は農村住民に家を持つ機会および賃貸家屋を提供し、農村のビジネスおよび

産業を支援するといった重大な役割を果たします。 
現代技術は新たな対応策をもたらしました。おそらく も印象深い例とは、電話通信網の分野に関

するものでしょう。基本的な電話サービスではもはや不十分です。データのみならず音声による高

速のブロードバンドコミュニケーションは、ビジネス使用でも個人使用でも、これまでにない情報

社会の変化に遅れをとってはなりません。また、農村の経済をたとえば農産物に付加価値をつける

ことによって多様化するためには、新たなアプローチが必要です。 
2005 年度予算は、農村開発のためローン、助成金および技術介助を 116 億ドルで支援します。これ

は、プログラム介助のための需要に予算をあてる必要に照らしてみても現実的な支援額です。これ

は 2004 年度予算よりもはるかに少ない額ですが、50%以上の減額は採択されたローンの要請数が少

なくなったためのものです。 
特に、2005 年度予算は 2004 年度でほぼ 50 億円であったコンピュータのためのローンが 2005 年度に

は 26 億ドルに減少することを反映しています。近年、議会はこうしたローンに対し行政が要請する

よりもはるかに多い額を提供しています。2004 年度に利用可能であった金額も含めたこの追加資金

は、農村のコンピュータシステムのアップグレードの必要を満たしてきました。まだやらなければ

ならないことは残っていますが、近年の高額の融資は、2005 年度の減額を補うものであると予測さ

れます。 



- 274 - 

 
 
 
 

 

 

131

コンピュータ分野でも、2005 年度予算は、特定の私的金融業者によるコンピュータおよび電話請求

額を保障するという 2004 年度予算割当額法に議会によって追加された 10 億ドルを含みません。こ

のプログラムは 2002 年度農業法案で認可されました。USDA はこのプログラムを実行するための規

則案を 2003 年 12 月 30 日に発表し、コメント受付期間を 2 ヶ月設けました。一般国民からのコメン

トを再検討し、 終的な規則が発表されるまでは、このプログラムのための要請規模を知ることは

困難であるため、このプログラムは 2005 年度予算に含めなかったのです。 
また、2005 年度予算は遠距離学習および電話による医療ローンのための資金を含まず、これにより

2004 年度から 3 億円の減額となりました。この理由は、こうしたローンに対する過去数年の要請が

ほとんどなかったためです。さらに、ブロードバンドのためのローンのための自由裁量資金も、

2004 年度で 5 億 9800 万ドルであったところを、2005 年度では約 3 億 3100 万ドルに減額いたしまし

た。この理由は、2002 年度の農業法案によって供給された未使用の義務的繰越資金が相当額あるた

めです。現在、こうしたローンに使える金額は約 16 億ドルあり、その適用には約 10 億ドルがあり

ます。その多くは完成する前に追加的な作業が必要なもので、資金調達を検討することができま

す。 
単一家族の家ローンについては、2005 年度予算には直接ローンに対する 11 億ドルおよび購入のた

めの保証ローンに 25 億ドル、資金補充のための保証ローンに 2 億 2500 万ドルが含まれています。

さらに、こうしたローンにかかる料金による査定額が 100%を超えれば保証ローンを認めるという

法案が提出中です。本法案によりプログラムは契約手数料を支払うための資金が限られた家庭もア

クセスしやすくなり、大統領の唱道するマイノリティーの家を持つ機会を増やすといった案にも貢

献します。直接ローンおよび保証ローンを合計したほぼ 38 億ドルは、農村住民 4 万人に対して家を

持つ機会を提供することが期待されます。近年家を持つ費用が持続的に上昇していることから、家

を持つ機会に恵まれる人数は減少すると考えられますが、過去数年に比べて 2005 年にはそうした機

会が提供されるものと考えられます。 
2005 年度の水および廃棄ローンおよび助成金プログラムの総計は 14 億 2000 万ドルです。2004 年度

は 16 億 7000 万ドルでした。この総額内でローンは約 11 億ドルで維持されます。これらのローンに

助成金が占める割合は上昇してきており、我々はローンに許可される予算を 2004 年度には 3400 万

ドルであったところを、2005 年度には 9000 万ドルまで増額して、11 億ドルレベルに近づけたいと

考えております。この増額は、ローンを課すための政府のコストが上がっているためです。助成金

は 2004 年度に 5 億 6300 万ドルであったところが、2005 年度には 3 億 4600万ドルに減額されます。

利率は低いままですが、ローン対助成金の比が高くなればさらに多くのプロジェクトが実行できま

す。 
また、農村賃貸住宅供給のための 2005 年度予算は、約 45 万人の農村生活者のために家を提供する

といった約 1 万 7000 件のプロジェクトを含む既存のポートフォリオを実行するという行政の方針を

引き継ぐものであります。これらのプロジェクトの多くは家の修復や再建で、このための 2005 年度

予算は直接ローンの 6000 万ドルです。また、新たな賃貸プロジェクトのための 1 億ドルの保証ロー

ンが含まれます。また、2005 年度予算は賃貸補助支払いのための 5 億 9200 ドルを含んでいます。

これは 2004 年度には 5 億 8100 万ドルでした。資金の大半は契約の更新のためのもので、4 年間で契

約を更新するという議会で採択された 2004 年度予算割当て額法と矛盾するものではありません。お

よそ 25 万人の農村生活者がこの介助を受けます。我々は、これらのプロジェクトの管理を再活性化
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するにはどのようにすればよいかといった既存のポートフォリオに関する包括的試験をほぼ終える

ところです。 
本予算は国民の安全、健康およびその他の目的といった多目的に対応する重要な共同体施設のため

の直接ローンに 3 億ドル、保証ローンに 2 億 1000 万ドルをあてています。直接ローンは 2004 年度

の 5 億ドルから減額されていますが、2003 年度の 2 億 6100 万ドルよりは多い額です。このパターン

は 2003 年度には 6%であったのが 2004 年度には 0%になり、2005 年度には 4%に上がるといった利

率の違いを反映したものです。 
ビジネスおよび産業プログラムに対しては、2005 年度予算は保証ローンで 6 億ドルの支援を行いま

す。これは 2004 年度の 5 億 5200 万ドルからは増額となります。また、仲介再貸付プログラムには

3400 万ドルをあてます。これは 2004 年度には 4000 万ドルでした。これらのプログラムはともに、

ビジネスと産業を支援する農村開発プログラムとの組み合わせで創出または維持される 6 万 6000 件

の雇用に貢献します。この推定数は直接雇用数を反映したものです。また、多くの農村開発プログ

ラムは、製品およびサービスの需要を創出することによって雇用に間接的に影響を与えます。 
 

研究、教育および経済 
 公的に支援される農業研究は、現代農業の基礎を提供しており、本省の長期的目標の事実上

すべてにおいて重大な要素であります。研究により市場に提供可能な新たなエネルギーが得られ、

生物学に基づいた環境、国家保安および農場への収入に利益をもたらす産物が得られます。遺伝お

よび分子生物学によって、動植物の移動が増え、生物テロへの懸念が高まる時代において、米国の

農業を脅かす動植物の疾患を減少させることが期待できます。米国の食品供給をより安全なものに

し、より健全なものにするために技術に基づいたチャンスが存在します。 
研究、教育および経済（REE）部局に対する 2005 年度予算は約 24 億ドルです。本予算では、約 3
億 3500 万ドルの要請されていない耳標が削減され、食品および農業の保安、ゲノム学、人間の栄養

と気候の変化といった、国家の需要と見返りが も多い優先度の高い分野のプログラムが増えてい

ます。食品および農業自衛唱道に直接関連する増額分は、残る 1 億 7800 万ドルをアイオワ州 Ames
の動物衛生国立センターの施設近代化を完了するべく調達されるものです。これらの資金によっ

て、世界規模の研究を行う 4 億 6000 万ドル相当のプロジェクトが完了し、米国の 1000 億ドルにの

ぼる家畜産業の規模および経済的重要性に相応しい検査施設が出来上がります。2007 年 10 月の完

成時期には、およそ 100 万平方フィートの新しい修繕された研究所と支援スペースが完成します。

施設の拡張およびインフラストラクチャーのアップグレードおよびその他の事務所、動物医療およ

び支援施設もこの設計の中に組み込まれています。 
ARS に対する 2005 年度予算案は、ゲノムマッピングおよび配列決定プロジェクトへの参加を支援

し、この情報を研究プログラムに移行するための当局の生命情報工学の能力を高めるための増額を

訴えています。侵入種およびウシ海綿状脳症や口蹄疫をはじめとする動物疾患に関する研究、なら

びにワクチンおよび治療法の改良、診断検査の迅速化、バイオセキュリティーを脅かす物質のゲノ

ムデータに関する研究が増えています。本予算には、大統領の「より健康な米国」唱道を支援する

研究のための 500 万ドルの増額が含まれています。そして、この一環として、USDA は健康福祉省

と密接に連携して良好な栄養補給を啓蒙します。当局の食品および農業自衛唱道を支援するべく、

食品安全性の研究には、食品安全性の懸念となる病原性細菌、ウイルス、化学物質を正確に検出同

定するための迅速な診断検査の開発を支援する 1400 万ドルの増額を見込んでおります。 後に、
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ARS の予算は 500 万ドルを大統領の気候の変化研究唱道を支援するためにあてております。これら

の資金は、環境の変化に対する生態系の反応を予測する科学的基礎を築き、意思決定を支援するの

に用いることができる資源を開発するための、複数当局による研究を実行するのに用いられます。 
CSREES に対する 2005 年度予算には、現段階での公式プログラムを継続するための資金が含まれて

います。1994 年創設の部族生活地域助成学校への資金の増額および修士段階での奨学金のための資

金をより潤沢にする CSREES 卒業生の奨学金プログラムへの資金の増額を求めています。これら

は、少数民族の大学生を集めるのに特に重要なものです。また、低所得若年層および子供をもつ低

所得家庭が、栄養学的に正しい食事を作るのに必要な技能、姿勢および行動の変化を得ることがで

きるようにする食品および栄養教育拡大プログラムにも増額が提案されております。 
国立研究唱道（NRI）のための 2005 年度予算は、2005 年度予算の全体的な制限が大きくなっている

ことと矛盾しません。本予算案には、2004 年度は 1 億 6400 万ドルであったところ、NRI がゲノム、

栄養および肥満といった課題に大規模な影響を与える仕事をするために、1 億 8000 万ドルを求めて

おります。 
経済研究部局（ERS）に対する予算には、消費者データ情報システムを作成し、情報を提供して食

品、健康および消費者領域における意思決定を支援するための 870 万ドルの増額が含まれていま

す。これには 3 つの要素があります。消費者の食品消費パターンを確認裏付けするために情報を提

供する食品市場監視システム、 近の BSE の発見など予期しない事態に対する消費者の反応に関す

るリアルタイムな情報を提供する迅速消費者反応モジュールならびに食事のガイダンスおよび食品

安全性に対する個人の知識および姿勢と、その人の食品の選択とのあいだの関連性を評価し、健康

面での結果および食品摂取に関する疾病予防センターおよび ARS のデータを補完するための柔軟な

消費者行動調査モジュールです。 
国立農業統計部局（NASS）の予算には、統計学的プログラムを改良するための二つの唱道に対する

増額分と、2005 年は 5 年周期の調査プログラムの 5 年目にあたることからスタッフ数および活動レ

ベルが減少することを反映して農業調査に対する 2600 万ドルの減額分が含まれています。 
NASS の統計の正確性を上げるため、その核となる調査および米国農業必需品およびその他の経済

学的、環境学的、農村データに対する見積りプログラムの修復および近代化を継続するために 7400
万ドルの増額が要請されております。これらのデータはビジネスでの意思決定、方針決定、研究お

よびその他の課題について種々の顧客が使用しています。また、これらは 2002 年度農業法案で示さ

れた国家景気循環対策支払い率の算出にも必要です。 
二つ目の唱道は、NASS の地域に基づく郡農業見積りプログラムが、2003 年に始まる改良を継続す

るための 250 万ドルの増額を求めるものです。これらの地域の見積りは、 も要請の高いデータセ

ットであり、RMA によるリスクの度合い決定プロセスに特に重要であり、（生産者が支払う保険料

に影響）、FSA による国家ローン赤字支払い額を算出するのに特に重要です。 
 

市民権 
本予算により、市民権書記官補は雇用機会均等（EEO）およびプログラムに関連する市民権の課題

に取り組みつづけることができます。また、市民権書記官補は福祉および訴訟防止および解決の責

任も担っております。USDA 市民権組織内では、変更内容を実行していくという難度の高い仕事に

着手中です。構造的、操作的、手続き的説明責任およびシステム課題に取り組むため包括的措置計

画が作成されています。 
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本予算は、市民権唱道を実行するのに潤沢な資源を確保するのに重要です。特に本予算は EEO およ

びプログラムに関連する苦情を処理する時間を短縮することを支援します。本省は苦情の処理に関

する規定の時間枠を満たすべく努力を続けております。苦情の追跡および分析能力を上げ、分析し

た情報をさらなる改良を行い、資金を割り当てるのに用います。追加的な資金は技術的介助、訓練

および福祉活動にあてられます。 
本予算は、本省がすべての USDA 顧客および従業員に対し平等な機会、アクセスおよび公正な取り

扱いを行うことに高い優先性を置いていることを明確に示すものです。 
. 

省内管理 
本省スタッフ事務所は、本省のすべての行政上および政策上の機能を指揮し、調整し、支援しま

す。これらの事務所は USDA が有効なカスタマーサービスを行い、効率的にプログラムを実行でき

るかどうかの鍵を握っています。これらの事務所の努力により、本省は管理の向上に著明な進歩を

遂げてきました。たとえば、本省は 2002 年度財務表についてこれまでにない無条件かつ「清廉」な

意見を受けることができ、2003 年度についても同様のことが言えました。政府ペーパーワーク軽減

法の義務に従うため、USDA 当局は新たな省単位の電子署名技術を導入し、カスタマーがビジネス

上の取引をインターネット上で行えるようにし、カスタマーと本省両方の時間とお金を節約してい

ます。 
 2005 年度予算は、これらの事務所に継続的な資金調達を行い、以下を行うため重要な資金

調達増額を行うことによってさらに進歩を積み重ねます。 
 

・サービスセンター当局（FSA、NRCS および農村開発）の IT 活動を近代化するための努力

を継続し、効率性とカスタマーサービスを向上させます。この試みの一環として地理情報

システムの使用を拡大する試みを続け、土壌および土地使用状況の分析能力を高めます。

カスタマーサービス当局の IT 支援機能を一人の情報主任が指揮する単一の組織に予定通

り組み入れることで、これらの活動はさらに向上します。 
・USDA システムを認証・認定し、省単位の情報生存性プログラムを向上させ、自動リスク

評価システムを実行し、サイバーセキュリティーオペレーションセンターを創設すること

により、本省の施設および IT システムの保安を強化します。 
・自動バックアップ性能の創設を支援し、USDA および関連当局のためのアメリカ財務セン

ターの会計、給与支払いおよび関連サービスデータを、悪質な侵入や天然災害から保護し

ます。 
・コンピュータ備品市場情報システムを実行し、すべての本省の備品データ、分析および見

通しを単一の公共ウェブサイトに統合します。 
・行政上の目標を支援し、生物に基づく製品の調達量を増加させ、農村地域に新たな経済的

機会を創出するとともに、外国の石油や天然ガス由来の化石エネルギーに基づく製品に対

する依存を低減します。首席エコノミスト事務所（OCE）は、2002 年度農業法案で義務

化された政府規模の生物に基づく製品調達プログラムを実行・運営します。OCE は本省

運営部と連携し、連邦当局が採択することのできる生物に基づく製品の調達モデル計画を

作成し、生物に基づく製品の調達努力の各省の努力を支援します。 
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・南ビルディングの修繕を継続し、局員およびカスタマーが安全かつ現代的な作業環境で働

けるようにします。 
 

 
 これで発言を終わります。委員会とともに 2005 年度予算について意見を調整し、本省が

USDA のプログラムおよびサービスに頼る人々によりよく仕えられるように希望しております。 
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添付資料 5：ロシアと生物テロ 14 
 

科学と社会 
 

過去数世紀にわたって人類は軍事的衝突に生物兵器を用いてきた。生物兵器の製造、拡散および使

用の禁止条約は 1972 年に調印された。しかし、米国における 近の事件により、テロリスト集団は

生物兵器を用いるのを諦めていないことが明らかになった。下の論文は国際社会がどのように生物

兵器の脅威から身を守る努力をしているかを説明したものである。 
 

生物テロ：国家および地球規模の脅威 
Onishchenko G.G., Sandakhchiyev L.S., Netesov P.A., Martynyuk R.A. 1 

2001 年 9 月 11 日にニューヨークおよびワシントン D.C.を襲った攻撃によって明らかになった生物

テロの脅威は、米国の郵便システムを介してひそかに送付された炭疽菌入りの手紙によって現実の

ものとなった。これにより 5 人が死亡し、そのなかの 3 人は炭疽菌の入った手紙に直接触れてい

た。20 人以上が感染し、数千人の人々が強力な抗生物質を服用しなければならなくなった。炭疽菌

の胞子またはその模倣物が入った手紙は、ロシアをはじめとする多くの国々でも発見された。手紙

による炭疽菌感染で も新しい症例は、ニューヨーク市立病院で 2001 年 10 月 31 日に記録されてい

る[1]。 
歴史的データを分析すると、生物テロが他のテロと同じように政治的かつイデオロギー的動機を有

することが分かる。テロリスト達が求める目標の性質─力に対して戦い、現代社会に政治的経済的

影響を与えよ─は、21 世紀のテロリストたちに、さまざまな国の国民および政府に劇的な衝撃を与

える地球規模の行為をなすように促している。原則的に、生物テロは、その手段が今や特に危険な

疾患の病原体を含む生物学的物質であるというだけで、テロという意味では同じである。テロの形

式や規模は変わったものの、その根元は同じである。 
人類の歴史は、戦時中に使われた生物学的物質が壊滅的な疫病、ペストおよび天然痘をもたらした

ことを証拠証明している。1346 年、Golden Hord Khan Tokhtamysh は、腺ペストで死亡した人々や動

物の遺骸をクリミア半島の Genoese Fortress Kaffu が包囲された場所（現在のフェオドシヤ）にある

井戸や泉に投げ込むように命じた。まもなく Kaffu は降伏したが、ペストはヨーロッパ全体に蔓延

し、恐ろしい疫病を引き起こし、2500 万人の命が奪われた。この数は当時の世界人口のほぼ 1 割に

相当する。1422 年、チェコにおける宗教戦争中にはカールスタインの戦いにおいて、ペストに感染

した兵士の遺体が敵の隊列に投げ込まれた。同様の行為は 1710 年のロシアとスウェーデンとの戦争

                                                        
1 The photos of the authors were provided in the body of the article.  

Onishchenko G. G. – academician at the Russian Association on International Research, First Deputy 
Health Minister, Chief State Sanitary Inspector. Sandakhchiyev L. S. – academician, General Director of the State 
Scientific Center for Virology and Biotechnology Vector. Netesov S. V. – corresponding member of the Russian 
Academy of Science, Director of the Research Institute of Molecular Biology at the State Scientific Center for 
Virology and Biotechnology Vector. Martynyuk R. A. – candidate of biology science, Deputy General Director for 
Сoordination  at the Research Department of Engineering Development at the State Scientific Center for Virology 
and Biotechnology Vector.   
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中にも行われた。アメリカ大陸の植民地化時代には、天然痘が何回にもわたってインディアンの部

族に蔓延した。たとえば、1763 年、白人の植民者たちは友情の証と偽って彼らに感染した毛布を渡

し、天然痘のような危険な疾患への免疫力をもたない数百人のインディアンが死亡した。その後こ

の戦略は、英国の兵士がアメリカ大陸の原住民を抹殺するために用いた[2]。  
仏印戦争（1754～1767 年）では、天然痘ウイルスが敵を破壊するために用いられた[3]。 
20 世紀は高性能の生物兵器および化学兵器を軍事目的に用いるための研究で幕を開けた。しかし、

20 世紀には生物兵器は化学兵器と異なり用いられることはきわめてまれであった。唯一記録に残っ

ているのは、世界大戦中に日本軍がペスト菌およびその他の生物学的物質を中国に対して使用した

事実のみである[4]。1972 年に調印された生物兵器禁止条約により、その使用に対するおそれは著明

に低下した。 
米国の科学者が 1994 年に実施した研究によれば、生物兵器および化学兵器は第一次世界大戦終結時

から 244 回以上にわたって用いられた[5]。その後、テロリストまたは犯罪組織のメンバーが生物兵

器を使用、購入または使用するという脅迫または興味を示したという疑いは 110 件確認されている

[6]。テロ目的での生物学的物質の使用例は、今日のテロリズムの解釈からいえば、限られたもので

ある。近年確認された唯一の例は、1984 年に米国の町のバーでサラダに毒が混入された事件であ

る。この際はドレッシングがサルモネラ菌に汚染されていた[7]。 
専門家達は生物テロのおそれが高まっていることを 9 月 11 日よりもはるか前から指摘していた。ロ

シア情報局は、「生物学的テクノロジーが拡散する傾向が強く、規則が二様の目的をもつことか

ら、生物学的物質および毒素の製造および使用をコントロールすることは困難で、地域の軍事的衝

突ならびに牽制およびテロ目的で生物兵器が「第三世界」の国々によって使用されるおそれは高ま

っている」と報告している[8]。この報告は同時に、生物兵器は農作物や家畜に秘密裏に使用するこ

とによって、敵国の経済に深刻な打撃を与えることができる点で、化学兵器や核兵器よりも勝って

いるとしている。こうした行為は「経済戦争」の目的とともに実行されるおそれがある。 
化学兵器に使用できる物質が徹底的に研究され、その対処法も開発されているのに対し、生物学的

物質を使用された場合の事態はこれとは大きく異なる。生物学的物質はすぐにその効果を表さない

ことに留意する必要がある。すなわち、潜伏期間というものがあり、その間にキャリアは環境を以

前とは全く異なるものにしてしまうことがあるのである。こうした例は発見するのが困難で、自然

発生的な流行との鑑別が困難である。このため、長期的かつ包括的な疫学的分析を行わなければ、

その流行の原因が生物テロであることを証明することができないのである。前述のサルモネラ菌が

混入したサラダの事件では、それがテロリストによる行為であったことが判明するまでに 1 年がか

かり、この事件が大衆の知るところとなったのは何年も経た後のことであった[9]。 
自然は尽きることのない微生物─人間、植物および動物に疾患を引き起こすウイルス、細菌および

真菌の宝庫であることを忘れてはならない。世界保健機関によれば、伝染病は世界の死因の第二位

であり、小児の死亡率のトップである。WHO によれば、毎年 20 億人の人々が伝染病にかかってお

り、そのうち 1700 万人が死亡しているという。毎日 5 万人の人々が伝染病により死亡しており、世

界人口の半分が風土病のおそれに曝されている[10]。 
なぜ生物学的物質がテロリストにとって有益かというには別の理由もある。まず第一に、生物学的

物質はアクセスが容易で、簡単に製造でき、保管や輸送に便利で、秘密裏に用いることができる。

生物テロによる脅威には、きわめて高レベルの公衆衛生システムの備えが必要で、それによって
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も危険な物質を明らかにし、その意図的な使用による結果に立ち向かわなければならないのであ

る。 
*** 

現在、生物テロに完全に対処できる国は一つもない。WHO によれば、公衆衛生システムは自然的

に発生する疾患と戦うだけで限界であり、そこに追加的に生物テロの脅威が加わることはこのシス

テムがもはやそれに対処できないことを意味している。生物学的物質に対する社会の脆弱性は、主

として衛生システムが早期にそれらを検出できず、必要な保安措置を講じることができないという

事実によって説明できる。WHO の勧告事項によれば、いかなる国においても、生物テロの脅威を

寄せ付けないための公衆衛生システムの備えは、生物学的物質の限られた、しかし適切に選択され

たリストを認識できる医療スタッフの訓練に努力を傾注すれば、高まるという。これにより、さら

に広域の病原体と戦うのに必要な能力も育つのである。 
生物兵器に使われる物質または危険になるおそれのある生物学的物質にはさまざまなリストがあ

る。歴史的に、病原体がもつ危険は、生物テロというよりは軍事的行為の範疇内で評価されてい

た。しかし、市民の集団は軍隊の隊員とは異なる。市民の集団は年齢の範囲が広く、健康状態も

様々であるため、生物学的攻撃の結果は軍隊に対するものよりも深刻になるおそれがある。市民の

集団は飲み物や食べ物に含まれる生物学的物質により脆弱である。 
1999 年に伝染病管理のため米国で開催された会議では、専門家は危険になるおそれのある生物学的

物質の下記の一覧を検討し、生物テロ攻撃に使用された場合に も危険な物質の一般的な選択基準

を作成した。約 40 種類の生物学的物質（ウイルスまたはウイルス群、細菌、リケッチア、真菌およ

び毒素）が選択され、市民集団への脅威レベルに応じて A、B、C の 3 つのカテゴリーに分類された

[13]。下記はそのカテゴリー別の危険な生物学的物質の一覧である[14]。 
 
カテゴリーA  
炭疽菌（炭疽） 
ボツリヌス菌（ボツリヌス中毒） 
ペスト菌（ペスト） 
痘瘡（天然痘）およびその他の痘瘡ウイルス 
野兎病菌（野兎病） 
以下によって引き起こされるウイルス性出血熱 
アレナウイルス（LXM ウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス、グアナリト、ラッサ熱） 
ブンヤウイルス（ハンタウイルス、リフトバレー熱） 
フラビアウイルス（デング熱）、フィロウイルス（エボラ、マールブルグ） 
 
カテゴリーB 
類鼻疽菌 
Q 熱リケッチア（Q 熱） 
ブルセラ菌（ブルセラ症） 
鼻疽菌 
トウゴマ（トウゴマ毒素） 
ウェルチ菌（エプシロン毒素） 
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ブドウ球菌エンテロトキシン B 
発疹チフス菌（チフス） 
食物および水の安全を脅かす病原体 
細菌（大腸菌─下痢、コレラ菌、赤痢、サルモネラ感染症、リステリア菌─リステリア感染症、カ

ンピロバクター・ジェジュニー─腸炎、エルシニア菌─腸炎） 
ウイルス（カリシウイルス、A 型肝炎ウイルス） 
原発性（クリプトスポリジウム・小型種─下痢、Cyclospora cayatanesis─下痢、ジアルジア・ランブ

リア─腸炎、赤痢アメーバ─アメーバ症、トキソプラズマ─トキソプラズマ症、微胞子虫─微胞子

虫症） 
その他のウイルス性脳炎（西ナイル熱ウイルス、ラクロスウイルス、カリフォルニア脳炎、ベネズ

エラウマ脳脊髄炎、ウマ西部脳脊髄炎、日本脳炎ウイルス、キャサヌール森林病ウイルス） 
 
カテゴリーC 
ダニ媒介性出血熱などの新興伝染病のウイルス（コンゴ-クリミア出血熱ウイルス）、ダニ媒介性脳

炎ウイルスなど 
2002 年、この一覧は米国国立アレルギーおよび伝染病研究所によって用いられ、短期および長期の

対テロリズムの研究計画が作成された。テロが市民を標的として生物学的物質を用いた場合に起こ

る危険が、以下の基準に基づいて推定された。 
• 高い罹患率と死亡率 
• 人から人へまたは疾患のキャリアを通じて直接に感染する可能性 
• 大流行の引きがねとなりうる大気感染の場合の低い感染量および高い感染レベル 
• 食物および水の資源を汚染する可能性 
• 特異的な診断検査法および/または有効な治療法がない 
• 安全かつ有効なワクチンがない 
• 一般市民および医療従事者に恐怖を呼び覚ます可能性 
• 生物兵器として使用される可能性 

 
カテゴリーA の物質は世界人口にとって も大きな脅威である。これらの使用により、大量の犠牲

者が出るおそれがあり、そのうちのいくつか、たとえば天然痘やペストは国家の保安を揺るがすお

それがある。痘瘡ウイルス（天然痘）はその病原性および疫病的性格により も危険とされている

[15]。人類の歴史を通じて、天然痘は 5 億人の人々の命を奪ってきており、これはすべての戦争と

疫病による犠牲者を一緒にした数を上回る[2]。 
現在の努力の大半は、市民集団をカテゴリーA の物質から守ることに傾注されている。しかし、サ

ルモネラ菌、レジオネラ菌またはインフルエンザウイルスといったよくある微生物が生物兵器とし

て使用され、国の大部分の人口および経済が揺らがせられるおそれもある。これは、種々の国々で

近年実施された 5 種類の伝染病に関する試験に基づいて研究者たちが引き出した結論である。問題

となっている国の公衆衛生システムの衛生および疫学的サービスは、疾患発生率の急上昇に十分に

対応することができなかった[16]。 
「新興感染症」を引き起こす物質がテロに用いられた場合はきわめて危険である。専門家によれ

ば、人々に知られている既存のウイルスは数パーセントにしか過ぎず、細菌もこれをわずかに上回
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るだけである。そして自然は常に新たな病原体を生み出しつづけている。過去 40 年だけでも、30
種類以上の新たな感染物質が発見・同定されており、このなかには HIV、マールブルグおよびエボ

ラウイルスが含まれる。これらの疾患に対する治癒法はいまだ見つかっていない。西ナイルウイル

ス、多剤耐性レンサ球菌、ブドウ球菌および結核菌といった新興および再発生ウイルスも危険な生

物学的物質となりうる[9]。 
単純な遺伝子操作で作られるキメラ微生物も深刻な脅威となる。2001 年ベルギーで開催された会議

では、科学者たちはインフルエンザの流行は意図的に引き起こすことができるという結論に達し

た。WHO 鳥および動物におけるインフルエンザ研究協力センター所長の R. Webster 博士によれば、

テロリストはインフルエンザの大流行を引き起こすことができるという。現代のバイオテクノロジ

ーの能力は、1919 年に確認されたインフルエンザウイルスを作り出すことができ、全世界で数百万

の死者を出すことを可能にした[17]。こうした脅威に立ち向かうためには、人工的に作られた物質

を発見する方法およびそれらによって引き起こされた疾患を予防・治療する特殊な手段が必要であ

る。  
*** 

テロリストによって使用される生物兵器の脅威と市民集団に対する生物学的物質の影響の規模が増

したことで、様々な国々の政府や国際組織は対応策計画を立て、生物テロを打ち砕くための方法を

探究し始めた。2001 年、WHO による勧告事項「公衆衛生システムの生物兵器および化学兵器の脅

威への対応策」の文書草案が発表された[12]。この文書は様々な国々のトップ科学者たちによって

作成された。この文書はテロに対抗する国家の計画に焦点をあてたものである。国家の公衆衛生シ

ステムは、既存および外来の微生物をはじめとするあらゆる生物学的物質による大流行を明らかに

し、これを一掃する準備をしておかなければならない。伝染病の疫病管理および予防を行う国家の

既存システムは、その発生理由が天然の病原体の発生によるものか、意図的な使用によるものかに

関係なく、伝染病の大流行を明らかにし、その地域を特定し、これを一掃することができなければ

ならない。テロに対抗する国家的計画は、伝染病の流行、化学的事故および放射線学的事故を予防

する計画の不可欠な一環となっていなければならないことは疑うべくもない。 
世界保健機構の勧告事項によれば、生物学的分子テクノロジーに基づき作られた生物学的物質を検

出するには、感度、スピードおよび精度の向上が必要である。十分な予防措置をとるには、新たな

無害かつ有効なワクチンを現代のバイオテクノロジーに基づいて作り上げる必要がある。 
9 月 11 日の後に米国国立アレルギーおよび伝染病研究所が作成した長期計画は、医学および生物学

的研究のさらなる発展が必要であることを強調した。この計画によれば、生物テロリストによる攻

撃で引き起こされた感染症を検出・予防できるかどうかの可能性は、医学および生物学の基礎研究

および応用研究の成果に大きく左右される。 
米国は 1990 年代半ばから生物テロリストによる攻撃に対抗するための準備を始めていた。米国大統

領が 1995 年 6 月に発行した秘密指令は、生物テロを含むテロ行為に備えて警戒を強めよというもの

であった。包括的な生物テロ対応戦略の開発は 1998 年 5 月に始まった。2000 年、伝染病管理セン

ターは生物または化学テロが起こった場合の対応準備に関する国家戦略計画を発表した[18]。この

計画は 10 を超える組織が協調して努力にあたることが述べられている。この計画の主要な要素は、

監視、生物学的物質および化学物質の診断、事件への対応措置、通知および情報支援システムであ

る。この計画はスタッフの訓練、有効な衛生上および疫学上の管理および考えうる化学物質および

生物学的物質の使用の結果を検出・対策を行うために参加者が臨戦態勢にあることを前提としたも
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のである。この計画の重要な点は、診断のための研究所からなる複数レベルのネットを作り上げ、

迅速な検出・同定を行い、検出された化学物質または生物学的物質を保健省に伝達することであ

る。この計画は主として地域レベルの伝染病と戦うために既存の構造を 新のものにすることを重

視している。 
世界保健機構および伝染病センターの計画は、臨床ベースを改良し、医療スタッフを訓練すること

を目的とした措置を提案している。医師は現在の疫学的状況を把握し、考えうる生物学的物質、自

然に発生した伝染病とは異なることの多いその症状を知っておく必要がある。1999 年、きわめて高

額の資金が生物テロに対抗するために種々の当局に割り当てられた。新たな天然痘ワクチンを含む

18 種類の主要なワクチンの供給プログラムが開始された。薬物および抗生物質を主として警察、消

防士および医療従事者に供給する方法も調整された。ほとんどの危険な感染物質（ペスト、炭疽菌

および天然痘ウイルスを含む）を都市で使用した場合を想定した訓練も実施された[19-21]。 
2001 年 9 月まで、米国は生物兵器やその他の大量虐殺兵器をもつテロリストの行為に自らが無防備

であるとは考えていなかった。同時に、米国の公衆衛生システムは、多数の犠牲者を治療するには

資源が不十分であり、感染患者を隔離しておくための空間が足りないことが明らかになった。その

うえ、医師たちは炭疽を直ちに診断することができなかった。このため、ニューヨークでの新生児

の感染例で、確定診断が行われたのは 初の症状が現れてから 1 週間半後のことであった。この感

染症と戦うための医療キットが診断用検査システム、ワクチンおよび治療薬も含め、期限切れであ

り在庫量も不足していたことが明らかになったのである。 
9 月 11 日の事件は、市民達を恐怖とパニックに陥れた。彼らは生物テロが行われたという事実その

ものだけを恐れたのではなく、数例の炭疽の症例によって慌てふためく公衆衛生システムの能力不

足をも恐れたのである。明らかにこの生物学的物質およびその配布方法は、流行を引き起こすため

ではなく、むしろ社会に心理学的な打撃を与えるべく選択されたものであった。その目的は達成さ

れた。テロリストによって用いられた細菌学的物質、その有害な性格および予防措置に関する真実

の偏向のないプロフェッショナルな情報は不足していた。 
テロリストが生物学的物質を使うという現実的な可能性を認識した多くの国々は、法態勢を改良す

るための一歩を踏み出した。特に法律が修正され、テロリズムに対する罰則は厳しくなった。米国

では 2002 年 1 月にテロリズムに対する法案が可決された。港における監査サービスの徹底、食物供

給の保護、生物学的物質の管理および深刻な攻撃に対応するための公衆衛生システムの可能性を拡

大するため、2002 年 6 月には、公衆衛生の保護および生物テロへの対応に関する法案が可決され

た。これらの法律を採択した後、生物テロと戦うために 29 億ドルが追加的に割り当てられた。2003
年度予算では連邦予算から 59 億ドルが割り当てられる計画である。これは 2002 年度予算の 3 倍に

相当する。これらの資金のほぼ半分は、米国がテロリストの攻撃に有効に対応するのに必要な医療

体制をもつために、基礎研究および応用研究に費やされる予定である[24]。 
*** 

ロシアも対テロリスト措置を 1997 年より講じている。複数の省からなるロシア連邦抗テロリスト委

員会が現在の課題を解決すべく創設され、複数の省庁からの専門家を集めた生物テロ部門が形成さ

れている。1999 年保健省の主導で、化学兵器および細菌兵器の使用も含むテロ行為による緊急事態

の際に政府がとる措置が、複数の省が連携した反テロリストレベルで作成された。同年、「1999～
2005 年における危険なおよびきわめて危険な病原体による自然および人為的災害から国民および環

境を守るための方法および措置」と呼ばれる連邦プログラム（現在の名称は「病原体からの自衛」
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である）が認可された。このプログラムは下記の優先事項を明らかにしている。すなわち、病原体

の基礎研究、伝染病の流行の予測、特定の適応症および診断、予防と治療、病原体の保護（汚染除

去の措置および方法）である。特殊研究所による危険な外来感染症の診断および治療センターが創

設され、危険な病原体を検出するための方法および措置の訓練、検査のための連邦省間センターが

創設された[19,15]。 
9 月 11 日の事件後、反テロリズム法案にいくつかの修正が加えられた。多数の省庁がロシア連邦の

生物学的保安の構想を作成した[26]。ロシア科学学会および保健省は、生物テロが起きた場合に国

民に医療および心理的ケアを提供する措置計画を検討するプログラムを作成した。この計画は生物

テロから身を守る方法について、医療従事者[27]および一般国民に特殊な訓練を施すものである。 
天然痘の基礎および応用研究の国家プログラムは次第に原則的な性格を帯びてきた。現代の世代の

医師たちは、この感染症を診断および治療した経験がない。現代の診断手段、医療手段およびワク

チンも不足している[28]。ロシア保健省は、天然痘ワクチン接種について要約した構想を作成し、

政府がこれを検討する予定である。 
ロシアにおける多数の科学的および組織的反テロリズム措置は、感染症と戦う既存のシステムの枠

内で実現している。このシステムの主要な義務は以下のとおりである。 
- 広く用いられているコンピュータ化された情報および分析システムに基づき、感染症の疫学

的管理の有効性を高め、環境および一般国民の免疫状態をモニタリングする。 
- 感染症の予防の分野において法的および方法論的基礎を確立する。 
- 連邦および地域プログラムを実行し、国民の衛生上および疫学上の保護を徹底する。 
- 感染症のワクチンによる予防システムを改良する。 
- 情報を広め、感染症を個人的および公的に予防するための措置に従うように国民を啓蒙す

る。 
- 予防および治療機関および州衛生および疫学的管理センターにおいて、研究所の備品および

技術的土台を改良し、必要な装置を提供し、現代的な病原体検出法を導入する。 
- 感染症の診断、疫学、治療および予防の分野における科学的研究を強化する[25]。 

 
生物学的保護の適切なレベル（P-3 以上）の装置を備えた隔離病院が、特に国際空港をもつ地域の

大センターで常に機能しつづければ、考えうる生物テロへの臨戦態勢を高めることができる。同じ

レベルの生物学的安全性を地域の臨床、細菌学および免疫学研究所に導入し、これらが隔離病院お

よび関連する研究機関と連携して働く必要がある。 
生物テロに抵抗する一連の措置は、公衆衛生システムの構造を完全にし、生物医学的研究のレベル

を上げ、他の省庁、州衛生および疫学的管理センターおよび関連する研究機関との相互関係を向上

させるために設計されている。 
*** 

9 月 11 日の事件後、国際社会の協調関係を強化して生物テロと戦う必要が鮮明になってきた。様々

な国家が様々なレベルでの努力を集結している。2001 年 11 月、ロシアおよび米国の両大統領は、

両国が協調して生物テロと戦うという旨の共同声明を出した。両国とも、1972 年に締結された生物

兵器の製造、拡散および使用の禁止条約に従う旨を宣言した[29]。 
2001 年 11 月、米国と他の 6 ヶ国は、生物テロを抑止するための国際協調を強化するとしたオタワ

計画に調印した。この各国は、相互に協力しあって、ワクチンおよび抗生物質を提供し、天然痘ワ
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クチンをはじめとするワクチン製造に関する法的基礎を統合するための建設的な話し合いの場に立

ち、疾患をモニタリングする既存の WHO ネットワークと疾患流行に対する協同戦略を作成するた

めの努力をサポートすることで合意した。緊急事態に備え、その結果を一掃するという計画を共有

することを意図し、共同でのスタッフ訓練の可能性を検討し、国家の医学研究所によるモニタリン

グデータおよび現実または考えうる食物汚染、安全な食物供給戦略に関する情報の共有を組織化す

る[30]。 
テロとの戦いへの努力を結集する場合の課題が、2002 年 5 月にモスクワで開催された作業部会で検

討された。ここには米国およびロシアの奨学生および外務省、自衛省および保健省の代表者が出席

した[31]。2002 年 5 月、第 55 回世界保健会議では、生物兵器、化学兵器または放射線兵器が意図的

に使用された場合の、公衆衛生システムが採るべき対応措置が検討された。会議事務局はエボラ出

血熱をはじめとする自然発生の疫病と戦う重要性を強調した。生物学的および化学的汚染から水お

よび食品を守る措置に対して特別な注意が払われた[33]。 
世界には伝染病と戦うための資源があり、これらの資源は生物テロに抵抗するためにも用いること

ができる。データを収集し、 も危険な疾患の流行を抑えるための国際的ネットワークは、国立セ

ンターおよび研究所に基づいて 1997 年に創設された。また、特に感染症に専門化した数百にのぼる

WHO センター、汎アメリカ保健保護機構研究所、臨床疫学国際ネットワーク、諸大学を含む米国

国立保健研究所の研究センターネットワークが存在する[9]。 
今日、自動疫病検出および対応システムの開発に多くの注意が払われている。米国は大都市圏にお

いて、感染症および生物テロ検出の両方の管理能力に優れたいくつかのシステムを導入している。

このいわゆる高度疫学的検出および即時対応機能システムは、現在 79 の病院で機能している。ま

た、外来患者および電話受信から得られた情報を登録するための自動システムが作られている

[34]。 
現代の地理情報システムおよびテクノロジーは、種々の疫学的状況を分析するのに非常な助けにな

る。ロシアで地理情報テクノロジーを用いて 初に実施された疫学調査では、この技術が伝染病の

伝播パターンを確認し、その経過を予測し、生物テロ攻撃の結果を分析するのに役立つことが明ら

かになった[35]。 
従来から WHO の指導のもとで作られた特別病棟（疫病病棟）は、伝染病の発生しやすい場所を排

除するために用いられてきた。これにより 1999 年にコンゴで発生したマールブルグ出血熱、1999
年にマレーシアで発生したニパウイルスによる脳炎、2000 年にサウジアラビアで発生したリフトバ

レー熱、2001 年にリベリアで発生した黄熱の大流行を防ぐことができた[36]。 
米国保健および社会保安事務局の科学アドバイザーである D. Henderson 氏は、15 の地域センターか

らなるネットワークを組織することを示唆している。これらのセンターは自由裁量で、感染症の外

来臨床サービス、研究診断実験室、200 万～500 万人が住む地域を疫学的に管理することのできる疫

病病棟、地域および国際スタッフを訓練するための教育施設を有していなければならない。このネ

ットワークは伝染病管理センター、国立アレルギーおよび伝染病研究所およびその他のセンターと

協力しなければならない。これらを合法的組織にし、持続可能な作業を行うためには、WHO およ

びその国々の当局と密接に協調することが必要である。 
欧州伝染病共同センターが創設過程にある。これは 2005 年から機能し始める。米国国立伝染病セン

ターと同じく、この欧州センターは研究活動を調整し、感染症を抑え、職業的訓練を行う。この新

たなセンターは、たとえばフランスのパスツール研究所、スウェーデンのカロリンスカ研究所、ド
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イツのローベルト・コッホ研究所といった欧州に既に存在する国立の組織を 大限に利用し、欧州

の生物テロとの戦いへの臨戦態勢を強化するものと考えられている[37]。 
ロシアはすでに伝染病と戦いこれを抑えるための独特のシステムを保有している。州衛生および疫

学的サービスは 89 の地方センターおよび 1700 の地域センターからなる。ペスト対策システムに

は、この分野で働く 5 つの研究機関、11 のステーションおよび 14 のチームが含まれている[38]。 
国際的な経験を考慮に入れれば、ロシアが伝染病と戦うための地方センターを既存の研究センター

および関連機関の枠内で創設するというアイディアは興味深い。ロシア保健省の監視のもと、これ

らのセンターは、その地域内で起こった自然発生の伝染病およびテロリストによる伝染病の流行の

検出および一掃を目的としたプログラムを実施することができる。これらのセンターによる領土画

定は、主としてロシアの国家的保安に対するその地方の経済学的および地理政治学的重要性に左右

される。将来、ロシアの地方センターは国際的な生物学的安全システムの一部になる可能性がある

[9]。 
生物テロおよび科学テロにうまく対応するには、防衛省、保健省、ロシア科学学会、ロシア医学学

会およびロシア農業学会といった種々の省庁の協力が不可欠である。これらの施設が蓄積してきた

経験は、国家の反テロリストシステムを作成するための屋台骨になるはずである。ロシア農業省が

開発したきわめて危険な外来病のモニタリングシステムも注目に値する[39]。 
ロシアの生物学的保安のための必要条件とは、生物医学の基礎および応用研究に対する十分かつ持

続的な資金調達を行い、新世代の診断法、治療法および予防法の開発を目指すことである[40]。
2002 年にモスクワで開催された第 8 回疫学、細菌学および寄生虫学会議においては、下記の領域に

おける研究および開発を急速に拡大する必要性が強調された。 
- 生物工学およびナノテクノロジーの分野における弛まぬ開発を元に作り上げられた、伝染病

の病原体を示すための新しい迅速な方法および措置 
- 遺伝子工学的方法により開発された新世代ワクチン、ウイルスベクターに基づく遺伝子組み

換え生ワクチン、多価抗ウイルス生ワクチン、DNA ワクチン 
- 新たな感染除去薬物の新たな化学物質および組成[25] 

 
伝染病を治療するのにより有効な薬物を検索、試験および製造する試みを持続することが必要であ

る。病原体の分子レベルの多様性および変化可能性をさらに研究することにより、流行を引き起こ

す病原体を迅速に同定するとともに、自然に発生するか、秘密裏の生物テロ活動によって熟考した

上でその特性に変化が加えられた新たな病原体の発生を予測することができる。 
結論として、伝染病の発生および広がりのリスク因子の一つである生物テロへのロシアの対応策

は、病原体の発生理由に関係なく、感染症の流行の検出、地域の特定およびその一掃を行う保健シ

ステムの状態および臨戦態勢により、また、病原体の分子的および疫学的研究の両方を目的とし、

疾患流行の予防または一掃に必要な新たな診断法、予防法および治療法を作り上げるための基礎お

よび応用研究のレベルにより決定されていることに留意することが必要であると考える。ロシアの

協同的かつ国際的な生物学的保安システムは生物テロへの抵抗に寄与することに疑いはない。 
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添付資料 6：ロシアにおける生物学的保安 
 
「ロシア連邦の生物学的保安の保護に関して絞られた問題点」15 
 
作成者：主任技術者 Mikhail Olegovich Ignatovskiy[1]、科学庁副高官 Oleg Makarovich Ignatovskiy[2]お
よび科学庁副主任 Konstantin Dmitriyevich Polulyakh[2] 
（[1]－アルテアー電子工学海軍科学研究機関および[2]－ロシア連邦保安サービス研究センター） 
 
1. 緒言 
 
生物学的脅威の原因物質の一覧は、偶発的なもの（自然発生）と人工的なもの（人為改変）に分け

られる。後者は徐々に機能的な破壊力を備えた兵器になりつつある 1,2。種々の専門領域における専

門家たちは、迅速に増大する生物学的脅威に対抗するための組織力および概念的手段に欠けてお

り、それは以下の[事実]によっても明らかである 3-5。 
 
** 生物医学大学の代表者たちは、新たに輸入された天然の生物学的物質の多数を同定することがで

きず、国際・国内テロのグローバル化が、人為的な生物学的脅威に果たす役割を評価する知識的ア

プローチをもたない。 
 
** 生物学的に危険な物質を扱う施設で、安全な操作のための技術的保証に関する科学的勧告事項は

なく、これらの施設は時代遅れとなった装置で作業を行っており、[この問題は]停電による作業の

中断でさらに悪化している。 
 
** 法執行機関は、新たな形式の生物テロ、特に犯罪計画の初期段階を発見するための調査を実施で

きない。 
 
生物学的保安のレベルは、ロシア連邦で発生する 100 のプロセスに影響を与える 60～70 の非線形的

かつ一過的行為の攪乱作用によって決定される 3。このため、知識力を高めた状況モデルを用いた

試験を実施した 3。陰謀に関する科学的試験の方法を用いて過去のテロ行為を分析することで 4、類

似の非合法的行為の計画段階にある犯罪者の行動パターンを明らかにすることができる。 
 
2. 試験の目的の説明─ロシア連邦の生物学的保安 
 
状況モデルを作成する際に、鍵を握る変数の用語および定義は以下の出典から採用した。 
 
** 政府のモニタリングおよび生物学的に危険な物質を扱う施設および医療機関における安全な操作

の認可を規定する文書 
 
** テロリズムとの戦いを司る連邦法（たとえば、参照文献 6 を参照されたい）およびロシア連邦刑

法 
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** 百科事典の記事 7（きわめて一般的な知識的アプローチについて） 
 
[この定義は]米国、NATO および国際連合で用いられている考え方、法的概念および定義と事実上

同一のものである 8,9。そのうちのいくつかの異質な解釈のみが、特定の懸念の原因となっている。

たとえば、連邦保安局[FSB]は州当局がテロリズムの形態を取る独立活動に対応して軍事活動を行う

といった対策をとる事を確認し、許可している[8]。これによって、生物テロ行為を犯したのちに海

外に潜伏する犯罪者を（ロシア連邦に）送還することが困難になっている。 
 
2.1. 生物学的保安を説明する概念 10 
 
生物学的保安─国民、家畜・農作物および環境が疫病の発生や自然、テロリストまたは技術的事故

による家畜流行病の危険から守られている状態。 
 
生物学的危険─種々の性質および起原からなる生物学的物質および生物学的毒素が、国民の生物学

的および医学的状況にマイナスの作用を及ぼした結果。 
 
生物学的物質 
 
-- 人間、動物および植物に疾患をもたらす病原性微生物および寄生生物。 
 
-- 生物学的対象に損傷を加え、自然環境を劣化させ、装置、技術的機械および構造を破壊する、ゲ

ノムが人為的に改変された微生物および生物。 
 
生物学的毒素─微生物の生命を維持するための活動による毒性をもつ産物、動物および植物由来の

天然の毒または化学合成によって得られたその類似体（たとえば、高等動物に対する毒性を有する

タンパク質である、リシン、ジフテリア毒素およびボツリヌス毒素など）。 
 
2.2. ロシア連邦の生物学的保安を低下させる地理民俗政治学的および社会経済学的因子 
 
生物学的保安を脅かす因子は飛躍的に増大している。その時定数は 4～8 年である 3。本章ではその

うちのいくつかについて説明する。 
 
世界の地理政治学的状況は悪化の一途を辿っている。少なくとも 60 の国および国際テロ組織がロシ

ア連邦の地盤を揺らがせようと狙っている。ロシア連邦のなかでも、地域同士の衝突や、民族間の

衝突が増加している。ロシア連邦国境警備庁の医療組織は、ロシア連邦では問題となり非定型的な

生物学的状況にある国々から、感染者集団をおそらく含む移住をモニタリングしていない。年間

で、中央アジアからは 70 万人、中国からは 100 万人もの人々が国境を越えてきている。州は危険な

技術的および生物学的廃棄物の廃棄を管理することができていない。一般国民が生物学的物質や生

物学的毒素への被曝に抵抗する能力を保証するはずの司法や法律分野は、緊迫状態にある。行政当
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局はあらゆる実務的目的においても、ロシア連邦国民の 7 割の生物医学的状態をモニタリングして

いない。モニタリングを行う諸当局の機能は調整されていない。すなわち、40 を超える互いに関連

性を持たない連邦組織が存在する。医学および生物学の分野での科学的および生産能力は低下して

いる。この分野の大学の 8 割までが事実上消滅している。資本的資産の 9 割までがワクチンと薬物

製造に費やされている。動員予備は補給されていない。薬物および食物の他国への依存度は上昇し

ている。たとえば、国民の 7 割にとって手の届く値段の薬物の 9 割以上は、中国原産の成分から製

造されており、その質は疑わしい。輸入される加工食品の 6 割以上には遺伝子組み換え添加剤およ

び保存剤が含まれており、消費者の生物医学的状態に与える影響は依然として試験されていない。

多くの場合、犯罪組織はバイオテクノロジーや子座円の生物学的資源の利益をもたらすな部分をお

さえる。これにより生物学的保安を確約するための措置に対して資金調達がなされていないという

状態に陥っている。 
 
2.3. 生物テロに対する防衛モデルの鍵を握る概念 
 
テロの形式（ラテン名 forma[7]）は基本的な特性の特定のセット（今後セットと呼ぶ）の形式でテ

ロ行為が実行される方法である。著者らはこのセットによって以下のテロ形式を区別することを示

唆する。これらはお互い基礎的に（80～90%）異なるものである。 
 
従来（以前）のテロ形式は行政組織、法執行機関および大衆によって、その試みの 10 件に 7 件は発

見されている（発見の確度 70%）。こうしたテロ行為の例は、爆弾や火薬を用いたテロである。 
 
新たな形式のテロは、テロ行為として十分に確定できていない。正確な確定が行われるのは、テロ

行為がすでに犯され、調査の段階に入ってからのことであり、その確度は 15～30%である。[これら

の形式には]生物テロ行為のすべての様式および表現方法が含まれる。 
 
以下にテロ行為を組織上および操作上の観点からその形式を判定する期間中に確定の対象となるセ

ットの基本的特性を列記する。3,7,29 
 
テロ行為の内容─一般にテロリストが犯行声明を出した後に明らかになるか、挑発の場合は隠され

たままであるテロ行為の目的および動機。テロ行為の地理政治学的および国内の政治的結果に基づ

く正確な確定の確度は 4～5%未満である。 
 
テロの多様性─生物学的物質または生物学的毒素ならびに戦術上および操作上の技術と自らを傷つ

けないようにテロを行う技術的方法。生物学的物質および生物学的毒素が代えられている場合、テ

ロの多様性は 80～90%変化し、直接的な検出の可能性が出てくる。  
 
テロの標的─テロ行為が狙う国際または国内組織および機構、社会組織、政党、施設、物体または

人間。標的の選択におけるランク付けは、使用する生物学的物質または生物学的毒素が変更になれ

ば、精度 4～5%で予測することができる。 
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テロの主体─テロの標的に向けられたテロ活動の源。筆者らはロシア連邦で発生したテロ行為に関

するデータを統計学的に処理し、その脅威のランク付けを行った（テロリストのリーダーの民族的

協力関係に基づく）。  
 
テロ行為の内容の正当性（ラテン名 legitimus）─国際法または国内法およびその国家が内包する民

族の道徳的および倫理的基準の観点からみた、テロリストの要求の擁護可能性。ロシア連邦の国内

テロリストは、正当な要求は行っていない。 
 
テロ行為の内容の非正当性─全く同じ観点からみたその非正当性。 
 
テロリストにとってのマジョリティー（フランス名 Majorite）─強力な政府とのイデオロギー上お

よび組織上の協調関係、政府与党またはその国の人口、民族、宗教的協力関係または信念の大半の

考え方を反映したイデオロギー。 
 
テロリストの技術上のマジョリティー─独立で微生物学研究を実施するか、生物学的な大量破壊兵

器[WMD]を所有する可能性。 
 
テロリストにとってのマイノリティー─既存の WMD テクノロジーを用いるのに必要な軍事技術的

または経済的な能力さえもたない国の科学者や専門家達とのテロリストの衝突および協調関係にお

いて、国内テロリストと非合法的なマイノリティーまたは政府野党とのイデオロギー上または組織

上の協調関係。 
 
2.4. ロシア連邦の生物学的保安のモデルの説明 
 
数学モデルとして、高度パラメータ伝達関数 W(t)を用いた[3]。入力変数は 2004 年現在の脅威レー

ト(R0)であり、出力変数は予測結果が得られる時点（すなわち 2020 年）における脅威レート(R1)で
ある。R1/R0 比は、頻度ゼロにおいて利得計数である。その値は非常事態を想定していない場合の

（その結果の予測不可能性）状況の推移の主な曲線を決定する。 
 
多項式 W(t)、分母 n および分子 m の冪数を比較することにより、望ましい生物学的保安状態に対す

る現在の達成度、ならびに政府が既存の運営システムを採択して乱された保安状態の安定性を回復

することができるかどうかの基礎的可能性を決定することができる 3。 
 
n>m である場合、安定性を確保することは原則的に可能であるか、パラメータ合成(1a)によって達

成することができ、 
 
n</-m である場合は、安定性を確保することは原則的に不可能で、パラメータ合成(1b)によっても達

成することができない。 
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生物学的保安への脅威の増大を評価するため、筆者らは下記の値{Mk</SUB>}（すなわち、状況の

管理ができていないことを示す脅威レートの変動値 3）を用いた。 
 
{Mk}<1.05─生物学的保安状態はその管理目的については完全に適切であり、{Mk}が 5%変動して

も、医師、生物学者およびその他の専門家の職業的技術および必要数は維持できる(2a) 
 
{Mk}</-1.15─{Mk}の値が予測不能に 15%変動した場合、所要が多すぎあまりにも予期しないもの

であるため、生物学的保安を維持することができない(2b) 
 
1.3>{Mk}>1.15─生物学的保安を保証する k 番目のサブシステムの活動安定性は一定であり、脅威レ

ートの分岐点の最初の倍音が認められる(2c) 
 
{Mk}>/-1.3─k 番目のサブシステムの安定性が失われ、脅威レートの分岐点の出現と複数の倍音およ

び 30%の振幅を含む非線形的過程が認められる(2d) 
 
3. 生物学的保安への自然の脅威に対する自衛における主要な問題 
 
3.1. 生物学的保安への自然の脅威に対する自衛構造の概念および知識の不足 
 
医師および生物学者によって使用される生物学的保安の質的モデルにおける不足の従来の徴候は、

その措置が不足しているにもかかわらず、ロシア連邦は急速に拡大する自然の生物学的脅威に対し

てロシア連邦が守られていると確信する範囲というのは依然として完全に十分であるという考え方

である（これは彼らの周囲に存在する）1,5,10。 
 
これは、その進展速度が年に 15%未満である生物学的脅威および 15%未満の非常事態の出現時に、

純粋な直感で確定を行うことが不可能なことによる。現在、世界でも独特な実践を行っているロシ

ア連邦において、多数の州の防衛機能が崩壊しているという状況下で信頼できる勧告事項を含む、

地理政治学的規模のコンピュータ化された状況モデルは存在しない 3。多くの地域で国境警備が事

実上ないためにロシア連邦に侵入してくる外来の生物学的脅威の一覧は（医師によって）監視され

ることなく増え続けている。ロシアには、本国に疫病を起こしうる多数の生物学的物質および生物

学的毒素を同定することのできる実践医または診断医はいない。ロシア連邦の国民の大半を守るた

めの予防的措置の分野における科学的研究には十分な資金調達がなされていない。たとえば、人口

の 7 割にシラミ症が急激に発生した場合にどのように対処したらいいのかは誰も知らないのであ

る。国際レベルでは、ロシア連邦の国境外で起こった地方特有の自然による非常事態に新たな生物

学的脅威が加わった場合を想定した多数の共同試験から、ロシア連邦の医師や生物学者が締め出さ

れる動きがあるのである 5。 
 
3.2. 生物学的脅威の自然による原因の脅威ランク付けを決定するための生物医学的基準の一覧 
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 結果的に、自然による生物学的脅威の程度を状況モデル化するうえで、筆者らは生物学的脅威を

特徴づける以下のパラメータの動的変化を考慮した。 
 
**中央アジア諸国および中国からの貧窮した人口による非合法的な移住数の増大の規模およびパタ

ーン 
 
**中央アジア、アフガニスタン、パキスタンおよびインドからの公的輸送機関による乗客および飛

行機による乗客数の規模 
 
**非合法的移住者の状態を生物医学的にモニタリングする有効性 
 
**大気圏と海深を同化する途上で生物学的保安をモニタリングする有効性 
 
**国民に予防的ワクチン接種を行い、多数の地域で疫病が発生する前に集団ワクチン接種を組織化

することの可能性 
 
**疫病の発生場所を特定するのに十分な州の備品在庫（ワクチンおよび薬品の備蓄）の存在 
 
**国境のチェックポイントおよび医療機関で迅速な診断を行うためのハードウェア、ソフトウェア

および研究所の装置 
 
**感染者を隔離し、生物学的物質の性質が明らかになるまで遺体を保管しておくための特殊な病室

または隔離病棟が国境のチェックポイントおよび医療機関に存在すること 
 
 ここからは、ロシア連邦で起こった許容不可能な（医師によって）予測不可能であった自然の生

物学的脅威の増大例をいくつか紹介する。 
 
 ロシア連邦国境の開放性が医学的にも獣医学的にも高まった結果、いくつかのこれまでに知られ

ていない外来病がロシア連邦に侵入してきている。たとえば、胃腸疾患および寄生虫性疾患の増加

の 7 割までが、ロシア連邦の医療従事者にとって未知の病原性微生物および寄生虫によるものであ

った。モスクワで熱帯性マラリアを来した患者もいた。 
 
 宇宙への飛行回数が増え、飛行時間が長くなったことにより、全く新しく識別不可能な生物学的

脅威の発生リスクは著明に増大した。ロシアの微生物学者および医師は、30 を超える未知の病原性

微生物および真菌を宇宙ステーションで発見している。そのうちのいくつかは宇宙船の構造要素お

よび部品ベースおよびコンピュータや電子機器を破壊し、重大な装置故障に至らせることが明らか

になった。 
 
 輸入の家庭用化学物質および保存料を大量に使用することにより、ロシア連邦に元々生息してい

た微生物や真菌が突然変異を起こしていないかどうかについては、十分に試験されているとはいえ
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ない。輸入食品の保存料や遺伝子組換え食品が国民の病原性微生物、リケッチアおよびウイルスに

対する免疫にもたらす作用も完全には明らかになっていない。 
 
 状況モデルを作成するなかで、ロシア連邦および近隣諸国の領土内の生物学的脅威のレートの生

物医学的指標を考慮に入れることはごく自然なことであった。これらの指標は、専門家が脅威レー

トの値を評価するため、ロシア連邦および米国（アトランタの疾病管理センターの長期計画チー

ム）の両国で作成された 10。 
 
4. ロシア連邦の生物学的保安に対するテロリストによる脅威に対する自衛の問題 
 
4.1. ロシア連邦における考えうるテロの主体および標的の特定 
 
 ロシア連邦にすでに存在するテロ形式の基本的特徴のセットにおける変化力学の状況モデルを作

成することで、ロシア連邦におけるテロの主体と標的のあいだの衝突におけるすべての特性を決定

することができ、生物テロの実行の特徴的性格を予測することができる。 
 
 ロシア連邦におけるテロの主体は、きわめて複雑な階層的組織構造をもち、それは時間とともに

変化してきている。その主要な力学的要素は以下のものである。 
 
**ロシア連邦に敵意を抱いている国際社会政治学的、宗教的組織およびテロ組織を秘密裏にコント

ロールしているロシア連邦の地理経済学的ライバルの特殊部隊。 
 
**国際テロ組織の代表者たち（一般にロシア連邦では外国人傭兵と呼ばれる）で、ロシア連邦の国

内に住むテロリストの直接の指揮下において組織的かつ操作的活動を行う。 
 
**国内テロの組織化された主体および国内の民族的および宗教的（一般にイスラム教）過激派で、

ロシア連邦でのテロ行為を直接的に準備する。 
 
 筆者らは、ロシア連邦の国内のテロリストが外国の影響を受けているとすれば、外国からの資金

援助元から指示を受けていると推測する。10 年以上にわたって実質上すべてのチェチェンテロリス

ト集団およびチェチェン共和国の国民のほとんどは、ロシアの領土に住む陰の経済に組み込まれて

きたチェチェンの少数民族のおかげで生きながらえてきた。外国からイデオロギー、戦略または技

術的な指導を国内のテロリストが受けている可能性はより高い。 
 
 ロシア連邦における国内テロの組織化された主体を、その過激性の順に列記する。カラチャエヴ

ォ・テロリスト集団、チェチェン（Ingushetian および Dagestani）テロリスト集団、ウクライナ国民

会議-ウクライナ人民自衛団の戦闘部隊、タタールスタンおよびバシコルトスタンの過激派、メスヘ

チ・トルコ人集団およびペチョラ川の先住民。 
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 これから筆者らは、ロシア連邦の領土内で数多くのテロ行為を犯しているチェチェンテロリスト

の行動のみをモデル化する。チェチェン社会は二つのグループに分けられる。ロシア連邦の人民が

テロリストの脅迫に関与したもの、もう一つはロシア連邦のロシア共和国に合法的に住み、テロを

抑制することで追加的な収入を得ているものである。 
 
 ロシア連邦における新たな形式の生物テロで、狙われる可能性の高い主要な標的は四つある。市

民集団と軍隊、その生存のための生物学的（産業上および農業上の）措置、彼らが生きている経済

的環境（水の供給システム、食品加工配布システムなど）および軍隊、産業上の経済的施設および

市民の生活環境を支援する施設の担当者である（熱および電力施設および水供給施設など）。 
 
4.2 考えうる生物テロの内容の特定 
 
 ロシア連邦で国内テロ集団がひそかに生物学的 WMD を使用し、生物テロ行為の内容を声明とし

て出すということはありえにくい。なぜなら、彼らは論争好きであるからである。彼らは正当性の

ある利害関係はもっておらず、州を越え、彼らが敵対関係にあるロシアに住む他民族を越えて非合

法のぎりぎりの線まで行くことは考えにくい。彼らはそれよりはその他民族を破壊することを選ぶ

であろう[11]。テロ行為の結果が悲劇的過ぎるものであっても、テロがもたらす結果は[彼らが意図

するところとは]正反対のものであろう。特に、ロシア連邦の国境線から疫病が侵入した場合、彼ら

の資金調達者の大半を占める外国人を失い、彼らの国際的結束力もある程度弱まり、ロシアの地方

の少数民族は法執行機関と問題なく共存する能力を失い、ロシア連邦の州が所有するか私立の産業

および経済構造と共存して利益を得ることもできなくなってしまう。彼らは、人口の大半を占める

他民族のロシア人による偶発的な大量虐殺が起これば駆逐されるか抹殺されるリスクを犯すであろ

う（たとえば、ベトナムおよびインドネシアにおける中国人、ウズベキスタンにおけるメスヘチ・

トルコ人、ペルーにおける日本人のように）。 
 
 以上のことから、テロリストがどうしても危険に過ぎる生物学的 WMD の類を用いることをせ

ず、その代わりにきわめて選択された種の生物学的物質、生物学的毒素およびその使用方法を選ぶ

理由に関するいくつかの基本的な必要条件を明らかにすることができた。WMD の使用によってテ

ロの標的の一部にきわめて悲劇的な喪失をもたらしたり、テロリストの資金源となっている国々の

領土内で疫病を発生させたり、ロシア連邦の領土内でテロリストの支援者や協力者を失うことがあ

ってはならないのである。挑発を目的とした小さな損失のみが許容可能である。WMD の使用を含

むテロ行為の主要な内容は、彼らの非正当性の国内への要求に国際社会の大半が保護を行ってくれ

ることなのである。 
 
4.3. WMD を選択するテロリストが考える生物兵器の使用における戦略的特徴 
 
生物テロと戦う場合、犠牲者の数が急上昇的に増大することを頭に入れ、それはテロの標的あるい

は医学的または獣医学的措置の実行による死亡によってのみ制限される（制限された Leibig 因子の

行為の状況下での S 型の上昇 12）。その結果、選び抜かれ練り上げられた行為の計画を立てるテロ
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リストは、彼らの協力者および資金調達者の保護を保証できる方法でこれらの生物学的物質を用い

なければならない。 
 
同時に、1972 年に採択された生物兵器禁止条約の実行を国際的にモニタリングするメカニズムがな

いことが、ロシア連邦で生物テロが使用される理由の一つでもある。ロシア連邦国内での生物テロ

に向け、他の国々の領土内で訓練をひそかに行う可能性は実質上保障されている 13。 
 
ある程度の多様性をもった生物学的物質および生物学的毒素は、テロリストにとっては魅力的な大

衆に対する使用の追加的な戦略基準を有する。これらはある特定の個人を抹殺するための物質とし

て使用することもあれば、ある人口の選ばれた集団を抹殺するために使用することもあるだろう。

あるいは、ある人口から個々の年齢層、社会的、宗教的または民族的集団を抹殺または無力化する

ため、自国または異国の領地内あるいは地理政治的存在全体（地理政治的大量虐殺）での軍事作戦

中に片方の軍を支援するために使用することも考えられる。 
 
もちろん、こうした生物テロをロシア連邦にいる実行者たちに行わせることの容易性および適切性

はさまざまである。筆者らは 6 種類[の生物テロ]を説明する。 
 
一つ目の生物テロは一般に、細菌学または治療医学の分野の専門家を擁するテロ組織であればきわ

めて使用が容易なものである。ロシア連邦にいるテロリストの視点から言えば、ある個人を狙って

死亡させても、深い危機にあり自然の原因での死亡率がきわめて高いロシアの一般市民の大半は恐

怖に駆られることはない。さらに、ロシアは、州がきわめて高度な医療保護をエリートのために施

し、それとともに（過去も現在も）中央施設におけるエリートおよび富裕層へのワクチン接種が行

われている数少ない国々の一つである。 
 
二つ目および三つ目の生物テロは、社会の無用感を維持するためにロシア連邦で行われるもので、

安価な合成麻薬をばら撒くことで、人口のなかで最も活動的な（したがって不満を抱えた）層およ

び軍隊に HIV 感染症を引き起こし無力化するものである 14-16。また、人口の 7 割が公共交通機関を

毎年使っていることから、生物学的物質または生物学的毒素を輸送機関の乗客のいる領域に散布す

れば、選んだ団体のメンバーを選択的に抹殺することができる 17。 
 
四つ目の生物テロはインディアンを天然痘に感染させた米国の植民者たちによって成功裏に使われ

たものである（彼らは自らにはワクチン接種を行っていた）。 
 
五つ目の生物テロは、前ソビエトのパルチザンがジンバブエで成功裏に用いたものである[17,18]。 
 
六つ目の生物テロは、これもすでにロシア連邦で使われたことのあるものである。生活水準が急激

に下がり、環境条件が厳しく、結核に苦しむ犯罪者の特赦によって、ロシア連邦の北部に住む民族

の子供の約 4 割が結核に感染した。ロシア連邦のこの地域は米国が特別な関心を寄せていた地域で

ありアラスカ住民との連帯性のあった場所であった。 
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炭疽菌は、六種類すべてのテロ行為において、ロシア連邦の人口および軍隊に対して使用される確

率が最も高いものである。特殊な施設でその作用をコントロールすることはきわめて容易である。

その理由は以下の通りである。 
 
**曝露から作用が出るまでに時間があるため、テロリストを監禁することは困難である。初期段階

でこれをテロ行為によるものと断定することは困難であるためである。こうした理由から、それが

その地域の風土病であると言われれば、実際は生物テロであるのにその事実を発見することは困難

である。これにより捕らえられた犯罪者は彼らが炭疽菌を用いたという事実を否認することができ

る。 
 
**炭疽菌の胞子を含有する塵を、密閉されたビルディング、輸送機関の乗客エリアおよび手紙に入

れることにより、テロ行為の選択性、すなわち個人的に選ばれた人間を周囲にいる者に感染させる

リスクは最低限に抑えて破壊することができる。 
 
下記の（テロリストにとっては）魅力的な生物テロを農場、牧場および自然から採れる食品製造現

場に使用する可能性を検討する必要がある。 
 
**食品の備蓄量を減少させることを目的としてあらゆる種類の疾患を動植物に感染させて、その感

染した製品を摂取した人々に疾患を引き起こす。 
 
**昆虫や動物をある植物の従来の生息地に引き入れ、植物を追い払わせることによって、食料の備

蓄量を減少させ、人々に飢餓をもたらす（コロラド州のコロラドハムシ〔ジャガイモの害虫〕がそ

の一例である）。 
 
**突然変異の植物、昆虫および動物を混入し、ハイブリダイズさせることで、食料に用いられる生

物種を死亡させる。同様の方法は自国領土での長きにわたる軍事作戦において、敵側の伝統に直結

するか許容されると考えられている食品を破壊するという方法で用いられることも考えられる。 
 
もちろん、こうした生物テロをロシア連邦にいる実行者たちに行わせることの容易性および適切性

はさまざまである。 
 
一つ目の生物テロは、農学、畜産業または獣医学の分野の専門家を擁するテロ組織であれば使用す

ることが可能である。口蹄疫、ペスト、炭疽、鼻疽、アフリカ豚コレラ、仮性狂犬病およびその他

の疾患は動物にとっては致死的である。穀類に錆を、またはジャガイモに疫病を起こさせる病原体

は収穫物を破壊することができる。農業製品の害虫である昆虫および化学物質（植物に有害な物

質、枯葉剤および除草剤）も破壊行為に使用されることがある。 
 
テロリストはおそらく一つ目の生物テロをロシア連邦で用いることは、その固有の欠陥（彼らの視

点から言った場合）からないと思われる。これによる損失は、深刻な危機にあり、農業が危機に瀕

している地帯に位置する国に打撃を与えることはないからである。ロシアは、植物の種の中央施設
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による加工および動物に対するワクチン接種が続けられているわずかな国の一つである。さらに、

NATO の加入国はこの種のテロをロシア連邦における軍事作戦の理由としてみることはない。ただ

し、炭疽菌がロシア連邦に住む外国人またはロシアから他国に輸出される牛に用いられる状況は例

外である。 
 
ちなみに、牛に対して多数の疾患に対するワクチンを接種してこなかった英国における口蹄疫の流

行は、この一つ目のテロ行為の結果であったかもしれない。 
 
二つ目の生物テロはテロリストにとっては一つ目のテロと同じ目的および結果をもたらすものであ

る。二つ目のテロ行為の例は、牛に炭疽菌を感染させたり、収穫された穀物に麦角を感染させると

いったものである。穀物が製粉される際に、麦角を混入させることは可能である。麦角に汚染され

た人々は多くの幻覚や疾患を来す。 
 
三つ目の生物テロはおそらくはすでにロシア連邦で犯されているものと思われる。これはハゼをロ

シアの池や湖に投入するといったものである。この食べられない魚は、あらゆる種類の食用の淡水

魚を駆逐してしまう。 
 
四つ目の生物テロもロシア連邦で犯されていると考えられる。米国で作成された突然変異の鮭をロ

シア連邦の北部の川に放つというものである。この突然変異の鮭と天然の鮭とがハイブリダイズす

ることにより、10～15 年でロシア連邦のすべての鮭が死亡すると考えられている。鮭に頼って生計

を立てているロシア連邦の多数の民族にとって壊滅的なこの状況は、国際的介入の十分な理由にな

ると考えられる。 
 
五つ目の生物テロは USSR のパミール地方の Aga Khan によって行われた疑いがある。高地のオオム

ギで特別に作成されたその地方独特の食べ物を供給することにより、彼は実質的にその地方の他民

族ロシア人を追い払った。 
 
多くの専門家は、園芸学、家畜産業および環境から採った食品の製造業に対する生物テロは、外国

で行ったほうがより有効であるという意見で一致している。なぜなら、外国では動物がワクチン接

種を受けることはよりまれであり、穀物の種の処理はより簡素化されているためである。 
 
ロシア連邦では園芸学、家畜産業および環境から採った食品の製造業に対する生物テロは災害を引

き起こすには至らないと考えられる（六つ目のテロは例外である）。有効な公衆衛生、獣医学的モ

ニタリングおよび種の処理システムが維持されていたためである。 
 
4.4. テロ行為に用いられる種々の生物学的物質および生物学的毒素の脅威レートを判定するための

生物医学的基準一覧 
 
筆者らは、テロリストが成功裏に選択的に生物学的物質および生物学的毒素を使用した場合の生物

医学的状況を判定することのできる基準を作成した。 
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(1) ロシア連邦内における種々の民族の、外来および現地の生物学的物質および生物学的毒素に対す

る生物学的および医学的感受性の違い（日常生活および食事の違いも検討したうえで）は、特定の

民族を傷つける可能性を指摘している。 
 
(2) 大気感染ルートによる感染量は、塵による混入方法が用いられた場合、空調システムを介して選

択されたテロの標的を破壊するために必要な生物学的物質および生物学的毒素の量を決定する。 
 
(3) 生物学的物質のキャリアとの自然な接触の結果、気道経由の感染症は、テロリストにとっても危

険な破壊領域をコントロールできずに増やしてしまう可能性を有する。 
 
(4) 生物学的仲介物およびキャリアを介する感染ルートが別にある場合、高度に護衛された標的を破

壊するための生物学的物質がひそかに選択的に用いられる可能性がある。このため、動物がひそか

に感染したり、昆虫がバラック、アパートまたは製造施設に散布される。 
 
(5) エアロゾル、胞子および環境における生物学的物質または生物学的毒素の安定性は、生きた生物

学的物質が風や川の流れによって運ばれた場合、生物学的物質および生物学的毒素、感染した商品

および設備を積んだ輸送コンテナのなかで生物学的物質が長く生存する場合、生物学的物質または

生物学的毒素が製品、水供給システム、換気システムおよび空調システムに混入された場合の標的

の感染可能性を決定する。 
 
(6) 生物学的物質にテロリストみずからが感染したり生物学的毒素で中毒になることのない可能性

（特別な防護服、ワクチン接種または服薬）およびテロリストの拠点における医療設備および建物

の再利用の可能性（従来の脱汚染後）。 
 
(7) 感染したまたは罹患したテロリストが入院することなくひそかに外来で治療を受ける可能性。 
 
(8) テロ行為を犯した後、テロリストが隠れることのできる長い潜伏期間の存在。 
 
(9) 数ヶ月で全人口に予防的集団ワクチン接種を行うことの不可能性。 
 
(10) 疫病の発生地域を特定するのに十分な州の動員資源（ワクチンおよび薬物の備蓄）の不在。 
 
(11) 迅速な診断に必要な、訓練された専門家（法執行機関の職員、国境警察官および地域の総合病

院の医師）、ハードウェア、ソフトウェアおよび研究所の装置の不在。 
 
5. ロシア連邦生物学的保安に対する脅威のレーティング法の洗練による結果 
 
ロシア連邦生物学的保安に対する自然およびテロリストによる脅威のレーティング法は複数存在

し、それらはきわめて様々である[10,13,19]。それらのなかで重要な欠陥は、USSR の細菌学者の数
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年にわたる個人的研究に基づいた、専門家の直感による評価しか使用していないということであ

る。しかし、当時は自然による生物学的脅威のある地域を特定するための有効な州組織が存在し、

事実上テロリストは存在しなかった。 
 
5.1. ロシア連邦生物学的保安に対する自然の脅威のレーティング 
 
レーティングを決定するため、約 100～120 のきわめて多様な力学的過程が重なり合った結果を説明

するモデルを用いた。筆者らはいくつかの状況を 2020 年までの予測とともにモデル化した[3]。
1997～2003 年に行われた予測の実現可能性をチェックすることにより、考えうるエラーは 5%を超

えないことが明らかになった。 
 
2004 年に存在する状況（状況 1）では以下を想定した。 
 
**生物学的保安状態の政府による管理の試みは全くなかった（これに相当するフィードバックメカ

ニズムは破壊されていた）とした 
 
**社会経済学的状況の悪化により、医療サービスの質は低く、長期化する疾患への抵抗能力は弱い

とした 
 
**国境警備ならびに中央アジアまたは中国からの非合法的移民およびインドまたはパキスタンから

正式に入国する人々の医学的検査は事実上存在しないものとした 
 
**多数の現地の生物学的物質が投薬効果に自然に適応することを考慮した、改良ワクチンおよび薬

物の開発および製造のロシア連邦における可能性はないこととした 
 
状況 1 では、外来の生物学的物質が国境を越えて持ち込まれる可能性は高く、ロシア連邦にもとも

とあった生物学的物質により疫病が発生する可能性も高い。最も危険な生物学的物質のレーティン

グは以下の通りである。天然痘（ほぼ 100）、ペスト（90）、鳥インフルエンザの亜型（85）、結

核（80）、肝炎ウイルス（75）、コレラ（73）、炭疽（73）、ボツリヌス中毒（71）。 
 
[政府の能力は]壊滅しているものの、政府規模の追加的な安定化のための措置がとられなければ、

状況 1 は完全に不安定なものになっていたであろう。2004～2020 年の{Mk}の値は少なくとも 1.3 で

あり、2020 年には 10 倍に上昇するものと考えられる。 
 
この状況はきわめて危険である。インドおよびパキスタンから天然痘が侵入すれば、ロシア連邦人

口の 7 割までが死亡し、もはや天然痘に対する予防接種は不可能である。ペスト（現地由来のもの

であれ外来のものであれ）の流行が起これば、1 年以内にロシア連邦人口の 1/4 が死亡すると考えら

れる。 
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状況 2 のシミュレーションでは、生物学的保安状況に対する政府の管理を回復する試みが行われ

た。非合法的移民の流れが制限され、国境警備および感染移民者を発見するための健康診断状況が

著明に改善した。 
 
状況 2 では、ロシア連邦生物学的保安を脅かすような、政治システムの壊滅過程を差し引いた 3。 
 
**ロシア連邦人口の 7 割に迅速な医療を行うことができないという社会経済的状況の悪化条件を差

し引いた 
 
**多数の現地の生物学的物質が投薬効果に自然に適応することを考慮した、改良ワクチンおよび薬

物の開発および製造のロシア連邦における可能性はないこととした 
 
状況 2 では、外来の生物学的物質が国境を越えて持ち込まれる可能性は高いものの、ロシア連邦に

もともとあった生物学的物質により疫病が発生する可能性は低い。最も危険な生物学的物質のレー

ティングは以下の通りである。結核（ほぼ 100）、鳥インフルエンザの亜型（95）、肝炎ウイルス

（90）、コレラ（85）、天然痘（80）、ペスト（80）、炭疽（73）、ボツリヌス中毒（70）。 
 

図 1 は結核の脅威が上昇するモデリングの結果を示す（特に脅威レーティング R1/R0 の相対値の上昇パターン）。これらの値は、疾患発生を考慮しない場合の

状況の推移の主要な曲線を決めている（曲線 1）。 

 

 

 

 

図 1．結核の脅威レーティングの相対値の上昇パターン（X 軸は時間（年）、Y 軸は R1/R0 を示す） 

 

筆者らは結核の有病率上昇の主要な原因の相対的作用を評価することができた。筆者らは 15%まで

の上昇は、結核をもたらす生物学的物質が投薬効果に自然に適応することを可能にするような改良

ワクチンおよび薬物の開発および製造能力の低下によるものとした（ポイント 2）。20%までの上

昇は、日常活動の結果がどうなるかわからないという予測不可能性による人口の 7 割が経験するス

トレスの増加によるものである[3]（ポイント 3）。残る 65%の上昇は、人口の 7 割の生活水準が持

続的に低下することによって決定される（迅速かつ適切な治療を受けるための支払いができな

い）。この結果は、2014～2019 年以降、疾患の脅威の「噴出」は 50%となる可能性をしめしてお

り、この可能性は太陽活動の増加による悪影響を考えた場合、この状況の安定性が徐々に低下して

いくことによっても裏付けられる[3,12,20]。図 1 は季節による罹患率の増加分の 5%には言及してい

ないことにも留意されたい。 
 
2008 年以降、状況 2 は、[政府の能力は]壊滅しているものの、政府規模の追加的な安定化のための

措置がとられなければ不安定になる。2008～2020 年の{Mk}の値は少なくとも 1.3 であり、2020 年に

は 5 倍に上昇するものと考えられる。 
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筆者らが得た結果は、結核の社会的性格およびその自然および地球物理学的状況に対する強い依存

性に関する生物学者および医師によって示された所見と矛盾しない。 
 
状況 2 が実現し始めることを示す危険な兆候は以下の通りである。 
 
**ロシア連邦主要都市の貧困者層の約 9 割がすでに感染しており、あともう少し食事および生活条

件が悪化するだけで疾患活動期に入ってしまう 
 
**北部の人口のうち小児の約 3～4 割がすでに疾患活動期にある 
 
**投獄された人々の実質的に 3 割が、2014 年の出獄時には開放性結核を来す 
 
結核の活動期にある患者 1 人を治癒させるには少なくとも 400 ドルがかかる。結核の開放期にある

患者 1 人を治癒させるには少なくとも 1500 ドルがかかる。これらのコストは、患者がやむを得ず解

雇され、長期の入院が必要になることを考えれば、ロシア連邦人口の 7 割の資力をはるかに超える

額となる。 
 
5.2. ロシア連邦生物学的保安に対するテロリストによる脅威のレーティング 
 
テロのレーティングを決定するため、約 160～170 のきわめて多様な力学的過程が重なり合った結果

を説明するモデルを用いた。筆者らはマイノリティーが契約を結ぶ国内テロリストの存在を特徴と

する、確定された状況 3 をモデル化した。 
 
状況 3 では、下記の措置をとることにより、生物学的保安状況の州による管理[3]は確実であるもの

とした。 
 
**戦略的核武装が維持されており、それにより、生物学的物質、生物学的毒素およびそれを用いる

ための装置の出荷という形式をとる国外からの国内テロリストへのひそかな支援のリスクは低減し

ている 
 
**輸出食品に生物学的物質および生物学的毒素が混入されていないことを保証する生物学的および

医学的モニタリングが著明に強化されている 
 
**穀物の種の脱汚染処理および家畜へのワクチン接種を中央組織で実践するシステムが著明に強化

されている 
 
**ロシア連邦国境における連邦国境警備の有効性が完全に回復している。生物学的物質および生物

学的毒素ならびにそれらを使用する装置を検出する確度は 70%未満である 
 



- 305 - 

 
 
 
 

 

 

162

**国際テロリストおよび外国特殊部隊の代表者が、ロシア連邦国内のテロ組織の管理に係わる集団

に占める割合は 15%以下である 
 
**法執行機関の首尾よい措置により、ロシア連邦領土内でテロリストと契約を結ぶ者は弱いマイノ

リティー集団のみであり、テロリストがテロ行為の手段として選ぶのは上記の 11 の基準に沿ったも

ののみであり、そのことにより生物学的物質および生物学的毒素が使用される危険は制限されてい

る 
 
状況 3 では、生物学的保安への脅威を高め、新たな形式のテロを誘発するようなロシア連邦の政治

システムの崩壊への下記の趨勢は差し引かれている。 
 
**国内テロの持続を誘発するような、社会経済的状況の悪化およびロシア連邦政治システムの崩壊

（内務省の汚職が 70%を超える）が継続している 
 
**NATO 加盟諸国が国民に天然痘ワクチン接種を行っている。2004 年までにロシア連邦人口の 7 割

までがワクチン接種を受けておらず、2020 年までに広範囲のワクチン接種プログラムは行われない 
 
**2020 年にはロシア連邦のすべての地方で、爆弾および火薬を用いた従来の形式のテロ行為の発見

率は 70%にまで上昇する 
 
状況 3 では、ロシア連邦にすでにある改変されていない生物学的物質が選択的に使用される可能性

が高く、生物学的物質はロシア連邦領土内で資格を失った医師および生物学者から入手される。最

も危険な生物学的物質のレーティングは以下の通りである。炭疽（ほぼ 100）、麦角（30 以下）、

天然痘（15 以下）。これは、外国の人口および他民族を除くロシア連邦の領土の人口へのワクチン

接種が完了した場合の推定である。 

 

図 2 は、最初の 3 つの疾患の脅威の上昇をモデル化した結果─特に緊急事態を考慮しない場合の上記の疾患のレーティング、R1/R0 の相対値の上昇パターンを

示す。 

 

 

 

 

 

図 2 下記の疾患の脅威レーティングの相対値の上昇パターン：(1)炭疽、(2)麦角中毒および(3)天然痘。B＝NATO 加盟諸国における天然痘ワクチン接種が完了

した時点。（X 軸は時間（年）、Y 軸は R1/R0 を示す） 

 

曲線 1 は炭疽菌の使用による脅威の上昇を示す。2004～2020 年の{Mk}の値は 1.15 以下であり、2020 年には 1.3 に上昇する。生物学的保安を維持するには、き

わめて大規模な予期しない支出額が必要になる。 

 

曲線 2 は麦角の使用による脅威の上昇を示す。2004～2020 年の{Mk}の値は 1.05 以下であり、2020 年には 1.15 に上昇する。 



- 306 - 

 
 
 
 

 

 

163

 

曲線 3 は天然痘の使用による脅威の上昇を示す。2007～2020 年の{Mk}の値は 1.3 以上であり、2020 年には 5 倍に上昇する。生物学的保安を維持するには、き

わめて大規模な予期しない支出額が必要になる。 

 

ポイント B は NATO 加盟諸国における天然痘ワクチン接種が完了し、ロシア連邦の個々の民族がテロリストを支援する国際組織からの資金調達により[ワクチン

接種を完了した]時点を指す。 

 

6. 新たな形式の生物テロを同定するために絞り込まれた問題点 
 
1916～2001 年に犯され、確認証明が行われた 10 件を超える生物テロ行為を分析することにより、

以下の結論を引き出すことができた。 
 
**テロ行為の基本的兆候のセットはすべて新たな形式のテロを判断することができないことを示し

ている 
 
**正しい確定は、テロ行為がすでに行われた後の調査段階またはテロリストが残した書庫を調査す

ることによってしか、おそらくは行われず、その可能性は 15～30%以下である。80～90 年を経てや

っと正しく確定されるもの[テロ行為]もあった。 
 
筆者らが提示した状況モデルにより、テロ行為の確定の可能性を犯罪のための情報収集段階にあっ

ても 70～80%にまで引き上げることができる。 
 
6.1. 生物テロ事件の統合モデルによる絞り込まれた結果 
 
2001 年 9 月 11 日に米国で起こった生物テロ事件の 9 つのタイプを統合的に分析することで、以下の

結論を引き出すことができた。 
 
炭疽菌の胞子が入った手紙がまず大統領にとっては野党となる議員（上院議員 Tom Daschle）のも

とに送られたことは、米国の政治的状況を変化させたいという意図を裏付けるものである。 
 
選択的な措置は、抗生物質を服用する必要を警告する旨の表記が封筒にある手紙の受領者しかとれ

ない。犠牲者の数を最小限にとどめようとしていることは、契約で動くテロリストの存在の証拠で

ある。おそらく、特に発足当時は、このテロ組織はスパイ組織によって指揮されていたものと思わ

れる。この例としては、アフガニスタンで USSR と戦っていたイスラム原理主義者組織と米国 CIA
との関係が挙げられる。 
 
米国の資格を失った生物学者や政府軍当局のバイオテクノロジーを、マイノリティーな（技術的意

味で）テロリストが使用したことが推定される。 
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2001 年 10 月、新聞 Sun 紙の従業員を感染させるために用いられた胞子は、アイオワ州 Ames の米国

政府直轄の生物学研究所で 1950 年代に作られていたことが明らかになった。手紙の中に忍び込まさ

れたこの炭疽菌の胞子は、一般に米国生物学研究所が製造する軍事用の炭疽菌胞子にしか入ってい

ることのない拡散物質が含まれていた。炭疽菌胞子の担体として肺に侵入するのに最適なサイズを

もつ、電荷した顕微鏡的大きさの塵粒子が使用されていたことは、その製造に特殊な装置が使用さ

れていることを裏付けている。 
 
このテロ行為がプロパガンダ的かつ挑発的性格を有することは、少数の犠牲者により最大限の混乱

を引き起こす特殊な戦略が用いられていることからも明らかである。拡散する致死的な軍事用粉末

を少数送りつけ、それと同時により大量の比較的安全であるが胞子が含有された yam Bekari ででき

た粉末を、また無害な白い粉の入った数千通を同時に送りつけることで、強力な心理学的効果が得

られた[訳者注：yam Bekari「Bekara の囲い」という用語はどこにも見当たりませんでした。インタ

ーネットで検索したところ、ロシアの記事で Yamy Bekari は迷い犬のための埋葬地として記載され

ていました]。 
 
米国当局が国家を回復させ、地理政治的競合国に勝る多数の利益を得るために、テロ行為の内容を

公表しないという有効な策をとったことは、きわめて知的生産性の高い状況モデルによっても裏付

けられる 3。 
 
6.2. Sverdlovsk における炭疽の流行の統合モデル化による絞り込まれた結果（1979 年 4 月） 
 
これらの事件に関する 4 種類の相互に異なる説を検討した。最も可能性が高いのは南アフリカ共和

国および北米由来の炭疽菌が 64 人を殺し、USSR の戦略的利益を損なったとする生物学的破壊行為

（説 4）に関する S. Petrov および M. Suponitskiy17の説である。 
 
当時、USSR の法執行機関がこれほど新しい犯罪を確定できる可能性はきわめて低く（確定できる

可能性は 15%未満）、そのため米国およびロシア連邦のマスメディアの大半は依然として米国国務

省が Sverdlovsk の事件に関与していたという単独犯説を示唆している。すなわち、生物兵器を製造

する企業から生物学的物質が放たれたとするものである（説 1）。 
 
（説 1 の）技術的裏付けは、マスメディアによってそれほど紹介されていない。100 大気圧の追加

的な圧力をかけ、10kg の生物学的物質を含むことができるような技術的換気システムはこうした企

業には絶対に存在しない。反対に、生物学的物質のある領域では減圧状態を作り出すのである。生

物学的物質を拡散するための生物学的軍需品は、原則的に地下の補強されたコンクリート構造を破

壊することはできない。これに必要な強力な爆発は、3000K を超える高温によってしか達成でき

ず、この温度は炭疽菌を破壊してしまう。 
 
また、空間的にみた疫病の流行は、説 1 で力説されているように、ある単一の地点から病原体が意

図的に放たれた場合に特徴的なものではない[17]。Chkalovskiy Rayon と Sverdlovsk の町の衛星写真

に基づけば、外国の研究者たちは、現実的に感染源が発見された 8 つの地点が南へ向かう人工的な
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風に沿って位置していることを明らかにした[22]。このダイヤグラムは、単一の地点から胞子が放

たれ、企業の爆発地点から南へ向かう風によって運ばれたという説から得られるダイヤグラムと矛

盾する。単一地点から病原体が放たれ、南に向かう風に乗ったとすれば、症例の発生率は放出地点

で最も高く、風の流れに沿って低下していくはずである 23。現実には、症例数はこの軍需産業の町

Sverdlovsk から離れるほど増加しているのである 19。 
 
疫病の実際の流行期間も、単一の地点から病原体が意図的に放たれた（説１が強調する点）場合の

疫学的状況とは矛盾する。疾病管理センターの専門家が作成した炭疽菌を含むエアロゾルを用いて

大都市の郊外をテロリストが攻撃した場合のモデルによれば[24]、炭疽の発症は 5～6 日以内に認め

られたはずである。しかし、Meselson が確認したところ[24]、この疫病は 1 ヵ月以上にわたって持

続したのである。肺感染症の潜伏期間で最も長いのは、米国の細菌学者たちによれば 2、6 日以下で

あり、これも流行が長期にわたって持続したとする Meselson のデータとは矛盾する。 
 
疫病が開始した当時の、実際の風の向きおよびスピードも、米国の気象学者およびこの事件の目撃

者によれば 17、単一地点から病原体が意図的に放たれた場合の疫学的状況とは矛盾する。 
 
説 1 とは矛盾する上記のすべての事実は、事件を輸入された菌種による生物学的破壊行為とする説

4 とは完全に合致する。 
 
また、説 4 は米国のロスアラモス研究所において実施された Sverdlovsk の遺体の一部を対象にした

微生物学的試験で得られたデータによっても裏付けられる 26。ほとんどの単離株は北米由来の

VNTR4 病原体に属したが、南アフリカ共和国由来の VNTR6 の単離株も発見されたのである。疫病

が始まる前および炭疽菌の存在に関する微生物学的データがロシア連邦で得られていた前に、この

疫病の存在は外国の各紙で報告されており[17,21]、そのことも説 4 を裏付けている。 
 
この事件と前ソビエト各国における外国の疫病とが同時に発生し、カザフスタンの類似の企業から

炭疽菌が放たれたのではないか、というのが説 4 の主要な論点である。 
 
説 4 の枠内で収集されたデータを比較分析することにより、以下の基本的結論が得られた。人々

が、繰り返し、長期にわたる輸入されたエアロゾルに曝されることによって、炭疽に人為的に感染

させられたということはありうる。このエアロゾルは、私的または公共の輸送機関に設置された特

殊な生成器によって二分された風の流れに乗って 20～25 日間散布された。このエアロゾルは、大量

の人々が仕事に向かう時間または仕事時間に散布された。これにより、犠牲者の 75%がなぜ男性で

あったのかという説明がつく。5 月の祝日中にテロ行為を行うことで、その原因に関する情報を市

民から隠す効果が得られた。これにより犯人を拘留することが困難になっただけでなく、その後政

治問題化する歪曲や偽情報が引き起こされてしまった。ロシア連邦のイデオロギー的に対立するマ

イノリティーは 1979 年には生物兵器を有していなかった。このため、このテロ行為は輸入した装置

と炭疽菌を用いて外国のスパイ部隊によって企てられただけであると考えられる。 
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Sverdlovsk における 1979 年の疫病が国際テロ組織の犯行であり、間接的な長期的戦略の一環である

とするならば、以下の目標は達せられたことになる 17。 
 
**軍の遺伝子工学テクノロジーの緊急事態時に USSR の軍事生物研究複合体に打撃を与えた 
 
**USSR およびその後にはロシア連邦の威信を失墜させた。USSR は国際合意事項に違反し、テロ目

的で WMD を開発しているという責任を負わされたかもしれなかった。国内では軍部に対する敵意

の誘発が始まった。 
 
**ロシア連邦が社会ののけ者にされた国に位置づけられ、それに対して核攻撃を行うことが道徳的

に正当化されるおそれにいたった。 
 
その結果、1979 年以降の 5 年間、米国が軍の微生物学テクノロジーおよび遺伝子工学に割り当てる

予算は 5 倍に増加した。これにより、米国はこのテクノロジーにおいて現在トップの位置にいるの

である。 
 
6.3. カザフスタンにおける生物テロ事件によるいくつかの結果 
 
1979 年、 Stepnogorsk の生物化学企業において、テロリストが散布した炭疽菌の胞子により 79 名の

死者が出たと考えられている。テロ行為の犯人の犯罪的行動が型にはまった同じものであること

が、Sverdlovsk 事件と類似の結果を生み、マスメディアによって一般に許容される技術的原因によ

る疫病の論理と相反したと示唆されている。 
 
Stepnogorsk と Sverdlovsk の事件が同時に起こり、疫病の発生パターンが似ており、ジンバブエにお

ける疫病の発生と外来種の生物学的物質（炭疽菌）のみが発見されたのが同じ時期であったことか

ら、これらは単一の WMD を用いて戦略標的を共有する、国際的に連携した生物テロ行為の疑いが

ある。 
 
6.4．ジンバブエにおける生物テロ行為の確定（1979～1980 年） 
 
Sverdlovsk と Stepnogorsk の事件から半年後（1979 年 10 月から 1980 年 3 月まで）、ジンバブエの前

ソビエトによって支配されていた地域で、炭疽の大流行が発生した 17。分析により、この疫病は地

域の動物における家畜流行病と関連付けることはできないことが明らかになった。すなわち、炭疽

の感染源はなく、発見された菌株は外国由来のものであったのである。また、[この疫病を]感染し

た肉の摂取と関連付けることも不可能であった。1993 年にジンバブエで発行された本の著者は、生

物学的 WMD が国内の衝突による損傷を避けようとした何者かによって意図的に使用されていたと

結論付けた 18。 
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前ソビエトのパルチザンによる反政府組織は当時、軍事用のバイオテクノロジーを有していなかっ

たことから、当時こうしたテクノロジーを有していた 12 カ国のうちの一国がこの事件に関与してい

たという明白な結論が得られる。 
 
多数の特徴により、このテロ行為は、非正当的な方法によって対立者を破壊していた政府側のテロ

行為である可能性が高い。その結果 6000 人以上の人々が死亡した。この生物テロ行為のための外来

のテクノロジーおよび炭疽菌の培養は、外国のスパイ組織の支援なしには成り立たない。 
 
このテロ行為が、Sverdlovsk およびカザフスタンのおそらくテロと考えられる行為と同時期に起こ

ったことは、戦略的目標を共有する組織の存在を疑わせるものである。 
 
テロリストがほとんど予測していなかったであろう結末のひとつは、その地方全体が感染し、自然

発生による炭疽の感染源がみられ、4～5 年間で 85%もの動物が死亡したことである。この感染症は

標的としていた人々が住む地域から広がったのである。たとえば、2001 年 10 月 27日には約 20 人の

ジンバブエ市民が炭疽により死亡した。10 年間で 630 人が入院した。死亡者はみな、感染した牛の

屠殺に携わる人々であった。この疾患は牛に広がり、ヒトの感染症は、テロ行為によって以前に感

染した地域の休閑地を違法に耕し、野生動物と家畜の牛との接触を予防できなかった農夫の行為に

起因するものであった。 
 
2001 年 12 月の Mhondoro における炭疽の大流行の期間中、10 人が死亡し、約 700 人が入院した。 
 
6.5. 1981 年のキューバにおけるテロ行為の確定 
 
1981 年にキューバで流行したデング熱も人為的なものではないかという疑いがある 17。Sverdlovsk
における炭疽の流行と同じく、これはいくつかの場所で同時に始まった。自然な疫病の場合では絶

対にありえないことである。原因は、その地域ではこれまでに生息していなかったこの疾患の病原

体細菌株であった 27。 
 
当初米国の領土に住んでいた前ソビエト体制に対するキューバ人の反体制者は、当時自らの軍事用

バイオテクノロジーを有していなかったことから、当時そうしたテクノロジーを有していた主要各

国 11 カ国のうちの一国が関与したことは明らかである。 
 
多数の特徴により、このテロ行為は、外国のスパイ組織によって供給された外国の反政府主義者の

行為であると考えられる。キューバと米国は地理的に近いため、米国国民には危険性の低い異なる

種類の生物学的物質を使用する必要があった。 
 
7. 結論 
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150 のリスク因子と生物学的保安への脅威の 7～8 割を州が管理できるという前提を約 40 通りに組

み合わせた状況モデルは、社会経済的関係がロシア連邦で悪化した場合の結果によって決定され

る。 
 
2020 年までにロシア連邦生物学的保安に対する下記の脅威が、モデル化された種々の状況の 8 割で

示された（ただし、政府の保護措置の種類や資金調達の規模が異なれば、その相互レーティングは

著明に変化する）。 
 
**国境を越えてきた者および感染症の感染源を有する諸国（インドおよびパキスタン）からの意図

しない感染症の輸入に起因する天然痘の流行 
 
**国境を越えてきた者および感染症の感染源を有する諸国（第一に中国）からの意図しない感染症

の輸入に起因する改変型鳥インフルエンザの流行 
 
**ロシア連邦領土および中央アジア諸国の領土内の感染源を生物医学的に管理することができなく

なることによるペストの流行 
 
**ロシア連邦の社会経済的状況を管理することができなくなることによる結核の流行 
 
**炭疽菌の胞子または麦角で穀物を感染させることによる、人口のなかのロシア国民に対する生物

テロ。国民のなかで麦角中毒の症例が大量になった場合、大衆の危険かつ完全にコントロール不能

な混乱が起こる可能性がある。 
 
**米国およびその他の NATO 加盟諸国の人口にワクチン接種を行った後の、天然痘の病原体を用い

たロシア連邦人口への生物テロ。 
 
生物学的保安を保証する主要な要件は、ロシア連邦人口のなかの貧困層（7 割）の生活の質を著明

に向上させることである。これにより、彼らは迅速に、最も高い脅威を引き起こす生物学的物質

（上に列記したもの）に対するワクチン接種をはじめとして、必要とされる医療を受けることがで

きる。 
 
必要なのは、生物学的脅威に対抗するための統合的な保護措置を継続的に実行することである。そ

れには以下が含まれる。 
 
**公衆衛生および食品産業や水の供給に携わる企業における疫学的調査を強化する 
 
**貧困層に対する予防および治療プログラムを作成する 
 
文化施設および運動施設、特に民族的マイノリティーが彼らの祝日に訪れる施設を生物学的および

医学的にモニタリングすることが必要である。（ビール祭日の後）ミンスクの地下鉄において大量
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の犠牲者が出たことは、麦角に汚染されたビールの向精神作用が、雑踏ならびに超低周波の雷鳴の

とどろきに加わったことが原因であるとする[者も]いる。 
 
新たに作成した状況モデルをもとに、筆者らは、彼らの手荷物や生活区域を調査するとともに、テ

ロ行為の計画の兆候ならびに特定のテロ行為の兆候を（細菌学的検査を行うことなく）発見するた

めの勧告事項を作成した。 
 
ロシア科学学会の分子生物学研究所が作成した生体素子は、生物学的物質および生物学的毒素を迅

速に検出するのに適している可能性がある。これはあらゆる物質に病原体が存在しないかどうかを

検査するのに用いることができる可能性がある 28。 
 
非接触的嘘発見器あるいは、核磁気共鳴または四重極共鳴により炭疽菌胞子または他の微生物を検

出するための機器として機能する安全で統合されたハードウェアおよびソフトウェアシステムの可

能性はきわめて有望である 29。 
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添付資料 7：米国の 2 当局ならびに豪研究班による生物学的脅威を与える物質一覧 
 

表2：豪研究班、米国通商省および米国連邦規制法による病原体一覧の比較1 
 

病原体/毒素 豪研究班 通商省規制 
リスト 

CFR規制リス

ト 
ヒトに感染するウイルス病原体 
アメリカ出血熱ウイルス（サビア、フレキサ

ル、グアナリト） 
X  X 

セルコピテシンヘルペスウイルス 1（ヘルペ

ス B ウイルス） 
  X 

チクングンヤウイルス X X  
コンゴ-クリミア熱ウイルス X X X 
デング熱ウイルス X X  
東部ウマ脳炎ウイルス X X X 
エボラウイルス X X X 
ハンタウイルス X X  
ヘンドラウイルス（ウマモービリウイルス） X  X 
日本脳炎ウイルス X X  
フニンウイルス X X X 
キャサヌル森林病ウイルス X   
ラッサ熱ウイルス X X X 
跳躍病ウイルス X   
リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス X X  
マチュポウイルス X X X 
マールブルグウイルス X X X 
サル痘ウイルス X X  
マリーバレー脳炎ウイルス X   
ニパウイルス X   
オムスク出血熱ウイルス X  X 
オロプーシェウイルス X   
ポワッサンウイルス X   
肺腎症候群ウイルス（ドブラヴァ、プーマ

ラ、ソウル、名無し） 
X   

リフトバレー熱ウイルス X X X 
ロシオウイルス X   
セントルイス脳炎ウイルス X   
ダニ媒介脳炎ウイルス（ロシア春夏脳炎） X X X 
大痘瘡（天然痘ウイルス） X X X 
小痘瘡（アラストリム）   X 
ベネズエラウマ脳炎ウイルス X X X 
西部ウマ脳炎ウイルス X X  
白痘ウイルス X X  
黄熱ウイルス X X  
 
ヒトに感染する細菌性病原体 
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Coxiella burnetii X X  
Bartonella quintana (Rochalimea quintana, 
Rickettsia quintana) 

X X  

Rickettsia prowazekii X X X 
Rickettsia rickettsii X X X 
 
ヒトに感染する細菌性病原体 
Bacillus anthracis X X X 
Brucella abortus X X X 
Brucella melitensis X X X 
Brucella suis X X X 
Burkholderia (Pseudomonas) mallei X X X 
Burkholderia pseudomallei X X X 
Chlamydia psittaci X X  
Clostridium botulinum X X  
Clostridium perfringens X   
腸出血性 Escherichia coli X   
Francisella tularensis X X X 
Salmonella typhi X X  
Shigella dysenteriae X X  
Vibrio cholerae X X  
Yersinia pestis X X X 
 
ヒト/動物に感染する真菌 
Coccidioides immitis   X 
Coccidioides   X 
 
ヒトに感染するプリオン 
ウシ海綿状脳症感染物質   X 
 
動物に感染するウイルス 
アフリカ馬疫ウイルス X  X 
アフリカ豚熱ウイルス X X X 
アカバネウイルス   X 
鳥インフルエンザ（高病原性）ウイルス X X X 
ブルータング X X X 
ラクダ痘ウイルス   X 
口蹄疫ウイルス X X X 
ヤギ痘ウイルス X X X 
ヘルペスウイルス（オーエスキー病） X X  
豚コレラウイルス（豚熱） X X X 
ランピースキンウイルス X  X 
リッサウイルス X X  
悪性カタル熱ウイルス   X 
メナングルウイルス   X 
ニューキャッスル病ウイルス X X X 
小反芻獣疫 X X X 
豚エンテロウイルス 9 型（豚水疱病） X X X 
牛疫 X X X 



- 317 - 

 
 
 
 

 

 

174

ヒツジ痘ウイルス X X X 
テッシェン病 X X  
水疱性口内炎 X X X 
 
動物に感染する細菌 
Cowdria ruminantium（ハートウォーター）   X 
Mycoplasma capricolum（ヤギ伝染性胸膜肺

炎） 
  X 

Mycoplasma mycoides X  X 
 
植物に感染するウイルス 
プラム痘ポチウイルス   X 
 
植物に感染する細菌 
Liberobacter africanus   X 
Liberobacter asiaticus   X 
Ralstonia solanacearum race 3, biovar 2   X 
Anthomonas albilineans X X  
Anthomonas campestris Pv. Citri X X  
Anthomonas oryzae Pv. Oryzicola   X 
Ylella fastidiosa（柑橘類萎黄病株）   X 
 
植物に感染する真菌 
Colletotrichum coffeanum Var. Virulans 
(Colletotrichum kahawae) 

X X  

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium 
oryzae) 

X X  

Microcyclus ulei (Syn. Dothidella ulei)    
Peronosclerospora philippinensis   X 
Phakopsora pachyrhizi   X 
Puccinia graminis (Syn. Puccinia graminis) X X  
Puccinia striiformis (Syn. Puccinia glumarum) X X  
Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae X X  
Sclerophthora rayssiae Var. zeae   X 
Synchytrium endobioticum   X 
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巻末注 
                                                        
1  http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol8no2/01-0164.htmを参照 
2  本一覧は 2003 年度 CISTEC 報告書の添付資料にも含まれているが、それ以来変更がなく読者の利

便性を考えてここに再収録した。 
3  本組織が作成した動物に感染する病原体の一覧を参照：http://www.oie.int/eng/maladies/en_fiches.htm 
4 臨床微生物学ではいわゆるグラム染色法を一般に用いる（用語集参照） 
5  中国とロシアにはブルセラ症ワクチンがあるが、異なる菌株に対するものである。 
6  治験新薬（IND）とは食物医薬品事務局（FDA）により治験薬または生物学的製剤としてヒトに

投与することが認可されている薬物である。 
7  CDC は米国において以下のハンタウイルスを同定している。 
北米─新世界のハンタウイルスはハンタウイルス肺症候群（HPS）を引き起こす。Sigmodontine 
げっ歯類が HPS を引き起こすハンタウイルスを運び、アメリカ大陸中で発見されている。

Peromyscos maniculatus が運ぶ Sin Nombre ウイルスは米国およびカナダにおいて HPS を引き起こ

す主要な原因である。Mononghela、ニューヨーク、Bayou および Black Creek Canal ウイルスも

HPS を引き起こし、これらは東部カナダおよび東部および southeastern 米国で発見されている。 
南米および中南米─HPS を引き起こす病原体として同定されてきたハンタウイルスはアルゼンチ

ンおよびチリのアンデスウイルスである。アンデス様ウイルスには、アルゼンチンの Oran、
Lechiguanas および Hu39694、ボリビアおよびパラグアイの Laguna Negra ウイルス、アルゼンチン

の Bermejo ウイルス、ブラジルの Juquitiba ウイルスおよびパナマの Choclo ウイルスが含まれる。

その他の多数のハンタウイルスが同定されているが、ヒトの疾患との関連はみられていない

（http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hanta/hps/index.htmを参照 
8  チロシンは「マクロライド」系（エリスロマイシンと同じ分類）の抗生物質である。細菌のタン

パク合成を阻害することによって効果を発揮する。チロシンは広域スペクトルの抗生物質として

家畜の感染症の治療に注射または経口での投与が認可されている。 
9 2004 年前半に東アジアで epizootic が流行し始めてから蓄積された、多数の流行数を要約した世界

動物保健機関による統計によれば、感染源となったことが最も多かったのはベトナムで 1749 件、

タイで 994 件、インドネシアで 169 件であった

（http://oie.int/downld/AVIAN%20INFLUENZA/graph%20HPAI%2010122004.pdfのグラフ参照）。 
10 動植物衛生監査部局（APHIS）は US 農業省の重要な構成要素である。この部局は米国の農業の衛

生を保護および促進し、動物福祉法を実践し、野生動物の怪我の管理活動を実施している。

http://www.aphis.usda.gov/lpa/about/welcome.htmlを参照。 
11 CDC のホームページ参照http://www.bt.cdc.gov/Agent/Agentlist.asp 
12 出典：規則および規制、Federal Register、67 巻 115 号 52383～52389 ページ（2002 年 8 月 12 日） 
13 出典：米国上院 Committee on Appropriations 
http://appropriations.senate.gov/hearmarkups/record.cfm?id=219662 
14 出典：ロシア科学学会 bulletin、73 巻 3 号 195～204 ページ（2003 年） 
15 出典：Strategicheskaya Stabilnost [ロシア語]（モスクワ）、2004 年 6 月 30 日、26～39 ページ

（FBIS により翻訳） 
16 公的な一覧は以下のオンラインで閲覧することができるかもしれない。 
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1 豪研究班；http://www.australiagroup.net/en/agcomcon.htm 
2 通商省規制一覧（カテゴリー1─材料、化学物質、「微生物」および毒素）； 
http://w3.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/ccl1.pdf 
3 連邦規制法 

a ヒトに選択性に感染する物質および毒素（42 CFR Part 73.4） 
http://www.biosecurity.sandia.gov/legislation/42cfr73.pdf 
b 動物に対する生物学的物質および毒素（9 CFR Part 121.3） 
http://www.biosecurity.sandia.gov/legislation/9cfr121.pdf 
c 植物に対する生物学的物質および毒素（7 CFR Part 331.3） 
http://www.cdc.gov/od/sap/docs/btarule.pdf 
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