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天野 修司

―9.11同時多発テロと炭疽菌郵送事件から10周年を迎えて―
米国におけるバイオテロ対策の進展と新たな生物学的脅威の出現

はじめに
　2001年の同時多発テロとそのわずか数週間後に起きた

炭疽菌郵送事件から10年が経過し、多くの関連機関が、こ

れまでの米国のバイオテロ対策を振り返るレポートを公開し

ている。なかでも、超党派WMDテロリズム研究センター（The 

Bipartisan WMD Terrorism Research Center）が作成し

た「バイオレスポンス成績表（Bio-Response Report 

Card）」は、米国における現在の生物災害対応能力を包括

的に評価したものとして注目を集めている1。本稿では、まず、

要旨
　「バイオレスポンス成績表（Bio-Response Report Card）」によると、米国は、10年前に想定され

た炭疽菌や天然痘を用いたバイオテロに対応できる能力を身につけつつある。しかし、致死的なウイ

ルスが世界中に蔓延するといった映画のシナリオのような生物災害に対応できるほどの能力は有し

ていない。2011年、ロン・フーシェ（Ron Fouchier）教授が行った研究により、鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N1）の伝播力が、突然変異によって高まる可能性があることが示された。また、フーシェ教

授の研究は、それ自体にバイオセキュリティ及びバイオセーフティ上のリスクをはらんでいる。自然発

生的、意図的、偶発的、いずれにしても空気感染する鳥インフルエンザから連想される災害の規模

は極めて大きく、米国の関係者のあいだで波紋が広がっている。感染性の高い鳥インフルエンザウ

イルスが環境中に放出されれば、その被害は日本にまで飛び火する可能性もある。したがって、日本

でもこの問題について議論を尽くす必要がある。それと並行し、まさかの事態に備えてバイオレスポ

ンス能力の向上に努めることが重要である。

この「バイオレスポンス成績表」の概要について紹介し、米国

におけるバイオテロ対策の進捗状況について検討する。次

に、日本でも話題となっている鳥インフルエンザウイルスの感

染性を高める研究についての議論を取り上げる。そのなか

で、米国が保有するバイオレスポンス能力が、鳥インフルエン

ザ研究から連想される事態に対応できるものであるかどうか

を考察していきたい。

1：�The�Bipartisan�WMD�Terrorism�Research�Center,�Bio-Response�Report�Card,�October�2011;�Gerald�L.�Epstein,� “Biosecurity�2011:�Not�a�year� to�
change�minds,”�Bulletin�of�the�Atomic�Scientists�vol.�68,�January�2012.
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Fの基準で評価されている（図）。「小規模・感染性なし」の生

物災害としては、社会的、精神的、経済的に大きな混乱を招

くものの、死傷者数が比較的少ない事態が想定されている。

2001年の炭疽菌郵送事件は、これに該当する。「地球規模

クライシス・感染性あり」は、2011年に公開された映画「コン

テイジョン」（ワーナー・ブラザーズ映画）のようなものと説明

されている。以下、それぞれのバイオレスポンス能力について

の解説部分を「バイオレスポンス成績表」より抜粋する。

（１）検知と診断
　米国は、2002年のバイオテロ法（Public Health Security 

and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 

2002）で義務付けられている全国規模の多様な情報源から

のサーベイランスシステム「バイオセンス（BioSence）」をいま

だ保有していない。地域や州レベルでの病原体サーベイラン

スは目覚ましく向上しているが、現在、資金不足によって危機

１．バイオレスポンス成績表
　2008年12月、米国のWMD拡散・テロ防止委員会

（Commission on the Prevention of WMD Proliferation 

and Terrorism）は、テロリストが大量破壊兵器を使用するリ

スクについてまとめた報告書、「World at Risk」を連邦政府

に提出した2。そのなかで、比較的入手が容易であることか

ら、テロリストは核兵器よりも生物兵器を使用する可能性が

高く、緊急かつ決断力を持って行動しなければ2013年まで

に世界中のどこかで大量破壊兵器による攻撃が起きるであ

ろうという分析が示されている。この分析が、米国でバイオテ

ロ対策が強力に推進される要因の1つとなっている。

　本節で紹介する「バイオレスポンス成績表」は、WMD拡

散・テロ防止委員会を前身とする超党派WMDテロリズム研

究センターが、2011年10月に公開したレポートである。「成

績表」という名前が示す通り、同レポートでは、米国の8つの

バイオレスポンス能力が6つの規模の生物災害ごとにAから

（図）バイオレスポンス成績表

傾向 小規模
感染性なし

小規模
感染性あり

大規模
感染性なし

大規模
感染性あり

大規模
薬剤耐性

地球規模
クライシス
感染性あり

検知と診断 C C D D F F

原因の特定 D＊ F F F F F

コミュニケーション B B C C C C

対抗医薬品の利用可能性 B B D D＊＊ F F

対抗医薬品の開発と承認プロセス D

対抗医薬品の配布  B B D D F F

医療マネジメント B C D D F F

環境の除染 B Not
Applicable F Not

Applicable F Not
Applicable

＊炭疽菌についてはD、他の病原体や毒素はF。
＊＊天然痘についてはB。

改善の傾向

現状維持

後退の傾向

A ほとんどの期待を満たす
B 多くの期待を満たす
C 最低限の期待を満たす
D ほとんどの期待を満たさない
F 期待を満たさない

（出典） The Bipartisan WMD Terrorism Research Center, Bio-Response Report Card (October, 2011)

2：�The�Commission�on�the�Prevention�of�WMD�Proliferation�and�Terrorism,�World�at�Risk,�December�2008.
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抑えることができるが、大規模な攻撃には対応ではない。新

種あるいは耐性の病原体に利用できる対抗医薬品は今のと

ころない。天然痘については、大規模な攻撃にも対応できる

備蓄がある。対抗医薬品の開発と生産のプロセスには、明確

な必要条件、優先されるべき研究開発の目標、調整された予

算要求、充分で持続的な資金が未だ欠如している。

（５）対抗医薬品の配布と投与
　大規模なバイオ攻撃のなかで、人命を救う可能性のある

対抗医薬品を投与できないことは、不必要な死、社会的混

乱、政府への信頼喪失という深刻なリスクを提示している。

現状のままでは、48時間以内に大多数の人々に抗生物質を

配布することは不可能であろう3。極めて重要な任務を達成

するために地域の自治体を支援する連邦政府の役割は増加

しているが、その進捗は遅く、目標にはほど遠い。現実的な状

況のなかで、大規模な医薬品の投与を迅速に行う能力を有

する地域は存在しない。多様で豊富な投与戦略がなけれ

ば、48時間という基準を満たすことはできない。

（６）医療マネジメントと対応
　壊滅的な生物災害は、すでに圧迫された医療システムの

能力をすぐに上回る犠牲者を出すであろう。過去十年のあい

だに進歩があったが、初動対応者緊急医療システム（EMS）

を通じての個人から救急診療部、病院に至るまでの緊急医

療対応への包括的なアプローチはない。よく準備し、かつ知

識もある市民であれば、危機における病院基盤のサービス

の需要を減らすことができるが、需要削減戦略には最低限

の投資しか行われていない。医療の危機基準の開発は、これ

まで進歩してきたが充分ではない。復員軍人援護局や国防

総省、保健福祉省に所属する人材を含む連邦政府の医療

資源と能力で、大規模な生物災害への対応をサポートでき

るほど調整や訓練は充分に行われていない。

（７）環境浄化
　統合されて訓練された広範な炭疽菌除去のための環境

にさらされている。米国は、2001年から環境や人口に基づく

サーベイランスを含む検知や診断能力を強化し、有望な科

学技術の開発を進めてきた。しかし、事態が大きくなればなる

ほど検知や診断の需要は高まる。大規模な生物災害は、既

存の能力を圧倒するであろう。

（２）原因の特定
　広範な研究にも関わらず、炭疽菌あるいは他の病原体や

毒素であっても、その生物災害の原因を特定するための科

学的にも法的にも妥当な能力は今のところ存在しない。微生

物科学捜査をサポートする国内外の保管場所のネットワーク

システムや世界中のステークホルダーのあいだでの協力を

促すメカニズムもない。しかし、疾病管理・予防センター

（CDC）と連邦捜査局（FBI）は、連邦政府、州、レベルでの公

衆衛生及び法の執行機関のあいだでの協力関係を構築し

ており、捜査上の連携はスムーズに進むであろう。

（３）コミュニケーション
　CDCと保健福祉省（HHS）は、州や地域の関係機関と協

力しながらリスクコミュニケーション戦略の立案に尽力し、カ

テゴリーAの生物剤とパンデミック・インフルエンザのための

メッセージも事前に準備している。生物学的評価と脅威対応

（Biological Assessment and Threat Response: BATR）

プロトコールの新しい開発は、大規模な生物事案のための

政府関連機関の連携を促した重要なステップである。連邦

政府は、コミュニケーションの課題に対処するために州や地

域の機関との関わりを強めてきたが、企業や非政府組織とは

それほどの協力関係はできていない。大きな進展はあった

が、多様で特別なニーズのある人々にリスクコミュニケーショ

ンが常に行き届くとは限らない。

（４）対抗医薬品の開発と生産
（対抗医薬品の利用可能性、及び開発と承認プロセス）

　既存の対抗医薬品の備蓄は、炭疽菌やその他の使用の

恐れのあるいくつかの病原体を用いた小規な攻撃の影響を

3：�吸入炭疽の致死性は非常に高いとされているが、48時間以内に抗生物質を予防投薬すれば、ほとんどの場合、発症を抑えることができる。それゆえに、米国のバ
イオテロ対策においては、発生から48時間以内に対抗医薬品を被害者に提供することが目標とされてきた。2007年の「公衆衛生と医療の事前準備（Public�
Health�and�Medical�Preparedness）」という大統領命令（HSPD-21）のなかでも、48時間以内で対抗医薬品の配布と投与を目指すことが明記されている。
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　また、小規模な攻撃へのバイオレスポンス能力の多くが

「B」と評価されており、これは炭疽菌郵送事件と同等の生物

災害であれば対応できることを示している。「大規模・感染性

なし」と「大規模・感染性あり」の各評価項目では、ほとんどが

「D」となっているが、超党派WMDテロリズム研究センターは、

「D」を「C」にすることがもっとも費用対効果が高いので、そこ

に資源を集中する必要があるとしている。また、この2つの規

模の災害は、「大規模・薬剤耐性」や「地球規模クライシス・

感染性あり」よりも起きる可能性が高いと分析されている。

　しかし、昨年末、「地球規模クライシス・感染性あり」という

生物災害のシナリオを想像させる研究結果が発表され、米

国でさまざまな議論を巻き起こしている。次節では、その鳥イ

ンフルエンザウイルス（H5N1）を用いた研究を巡る議論につ

いて取り上げる。

３．鳥インフルエンザの脅威　
　鳥インフルエンザの保有宿主は、その名の通り家禽や野

鳥などの鳥類である。人に感染するのは稀であるが、感染し

たときの致死率は約59％と非常に高い6。世界保健機構

（WHO）が統計を取りはじめた2003年から2011年12月ま

でに、576人が感染し、そのうち339人が死亡している。近

年、もっとも多くの感染者が発生しているエジプトでは、家禽

のあいだで鳥インフルエンザが風土病化している（表）。

2009年から2010年に米国の国立衛生研究所（NIH）の資

金で実施されたサーベイランス調査では、エジプトの商業農

家における家禽の陽性率が7.2％と非常に高いことが明らか

となった7。

　鳥インフルエンザが人に感染するケースのほとんどが鳥類

からである。よほどの接触がない限り人から人に感染するこ

とはない。しかし、多くの科学者や公衆衛生の専門家が、突

然変異によって人のあいだで容易に伝播する鳥インフルエ

ンザウイルスが誕生することを懸念していた。毎年、世界の

人口の約20％が季節性のインフルエンザに感染している

が、それに近い伝播力を鳥インフルエンザが持ったとすると、

復旧計画は、現在のところ存在しない。連邦政府は、広範な

炭疽菌攻撃のあと、環境復旧における連邦政府、州政府、地

域の役割についての暫定的な手引きを公開したが、避難や

長期的な健康問題のような未解決の問題には触れられてい

ない。国家規模の訓練で試された環境復旧計画もない。コン

センサスに基づいた屋内外の安全基準を定めたクリアラン

ス政策もない。私的に所有されている施設の除染費用のた

めの責任を定めた方針もない。炭疽菌事案のあとの除染能

力がなければ、洗練されていない攻撃でも、被害を受けた場

所がすぐに使用不可能となり、膨大な経済的損失をもたら

す。

2．米国におけるバイオテロ対策の進展
　米国において炭疽菌と並んで、テロに用いられる可能性

が高いと考えられてきたのは天然痘である。9.11同時多発テ

ロが発生する数ヶ月前の2001年6月にも、天然痘を用いた

バイオテロを想定したシミュレーション訓練が上級の政府関

係者を対象に実施されていた。「ダーク・ウィンター（Dark 

Winter）」と名付けられた訓練では、天然痘患者の数が増え

続けるというシナリオのなかで、参加者が、ロールプレイング

方式で非常に難しい政治的決断を行なった。訓練のなかで

用いられたニュースの映像が非常にリアルに作られており、

天然痘を用いた秘匿的なバイオテロが現実的であると感じ

させるものであった4。

　その影響もあり、米国のテロ対策において天然痘の対抗

医薬品の研究開発は優先的に行われてきた。2001年、米国

にはわずか1400万ドーズしか利用可能な天然痘ワクチンが

なかったが、現在では、食品医薬品局（FDA）に承認された

ワクチンが、戦略的国家備蓄に3億ドーズ以上保管されてい

る5。さらに、免疫力が低下した人のための弱毒ワクチンや緊

急時に使用するための抗生物質の備蓄も行われている。そ

れゆえに「成績表」のなかでも、天然痘の対抗医薬品の利用

可能性については、大規模な生物災害であっても「B」という

評価が与えられている。

4：�“Dark�Winter,”�Center�for�Biosecurity,�UPMC,�http://www.upmc-biosecurity.org/website/events/2001_darkwinter/
5：�The�Bipartisan�WMD�Terrorism�Research�Center,�Bio-Response�Report�Card,�p.40
6：��“Cumulative�number�of�confirmed�human�cases�of�avian�influenza�A(H5N1)�reported�to�WHO,”�World�Health�Organization,�January�5,�2012�,
� http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/H5N1_cumulative_table_archives/en/index.html.
7：�Ghazi�Kayali,�Rabeh�El-Shesheny,�Mohamed�A.�Kutkat,�Ahmed�M.�Kandeil�et�al.,�“Continuing�Threat�of�Influenza�(H5N1)�Virus�Circulation�in�Egypt,”�

Emerging�Infectious�Disease,�Vol.�17,�No.�12,�December�2011



11

（ウイスコンシン大学）の論文にも同様の修正を求めた。河岡

教授は、同じくNIHの委託研究で、鳥インフルエンザと2009

年に流行した豚インフルエンザ（H1N1）の遺伝子を用いて

新しいウイルスを合成することに成功した。河岡教授が作り

出したウイルスも、フェレットのあいだで容易に感染すること

が確認されているが、致死性はそれほど高くなく、既存のワク

チンや治療薬も効果があるとされている13。それでもなお、

NSABBからは公衆衛生上の脅威と判断されたということに

なる。この2つの論文の他に、安全保障上の理由で科学的な

論文が「検閲」された前例はなく、自由を重んじる科学コミュ

ニティからは反発の声もあがっている。

　感染性の高い鳥インフルエンザのリスクは、意図的な悪用

にとどまらない。パンデミックに備えるための研究を促すこと

によって、ウイルスが偶発的に漏えいすることも懸念されてい

る。近年、研究所における病原体の取り扱いや管理のための

設備や実践は非常に発達しており、危険な病原体が漏えい

したという事例はほとんどない。しかし、伝播力の弱い出血熱

ウイルスなどと比べて、空気感染する鳥インフルエンザウイル

スが環境中に放出されたときの被害は遥かに広範囲に及ぶ

可能性がある14。2012年1月20日、フーシェ教授と河岡教授

を含む39名の著名なインフルエンザ研究の科学者は、研究

の必要性と公衆衛生上のリスクについての議論が成熟する

まさに「地球規模クライシス」という事態も想像される8。2011

年 、N I H の 委 託 研 究 のなかで 、ロン・フーシェ（ R o n 

Fouchier）教授は、人工的な遺伝子の改変によってフェレッ

トとフェレットのあいだで空気伝播する鳥インフルエンザウイ

ルスを作ることに成功した9。多くのインフルエンザウイルス

が、人とフェレットに対して非常に近い感染性や病原性を示

すことが確認されているので、実験で作り出されたウイルス

は、人にも空気感染すると考えられている。

　フーシェ教授の研究は、感染性の高い鳥インフルエンザウ

イルスが誕生するプロセスを示したものであり、サーベイラン

スや対抗医薬品の研究開発など今後のパンデミック対策に

役立つものである10。しかし、同時に、敵意ある国家、テロ組

織、あるいは個人に悪用されるリスクも高い。フーシェ教授

は、研究の成果をまとめた論文を米国の学術誌「サイエン

ス」に投稿していたが、米国バイオセキュリティ科学諮問委員

会（National Science Advisory Board for Biosecurity：

NSABB）は、実験の手法や結果についての詳細を掲載しな

いよう教授本人と編集部に勧告を出した11。NSABBは、正当

な目的で実施されていても、悪用されると公衆衛生上の脅威

となりうる、いわゆるデュアル・ユース性のある研究を監視す

るための連邦政府の諮問委員会である12。

　NSABBは、「ネイチャー」に投稿されていた河岡義裕教授

（表）2011年国別の鳥インフルエンザ（H5N1）感染者数および死亡者数

バングラディッシュ カンボジア 中国 エジプト インドネシア 合計

感染者 2 8 1 38 11 60

死者 0 8 1 15 9 33

（出典） WHOホームページ

8：�鳥インフルエンザの致死率59%という数字には、異論を唱える科学者も多い。いくつかの血清陽性率調査によって、アウトブレイクが起こった周辺の地域の人々
に、鳥インフルエンザウイルスへの抗体があることが確認されている。つまり、WHOの統計には、検知されていない、あるいは不顕性感染のケースがカウントされて
いない可能性がある。また、遺伝的な変異によって病原性が変化することも考えられる。“Death-rate� row�blurs�mutant�flu�debate,”�Nature,�February�2,�2012,�
http://www.nature.com/news/death-rate-row-blurs-mutant-flu-debate-1.10022;� “Dread�Reckoning:�H5N1�Bird�Flu�May�Be�Less�Deadly� to�Humans�
Than�Previously�Thought--or�Not,”�Scientific�American,�February�14,�2012,�http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=h5n1-bird-flu-case-
fatality-calculations.

9：�“Fears�about�mutant�H5N1�hinge�on�ferrets�as�flu�model,”�CIDRAP�News,�December�23,�2011,�http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/
avianflu/news/dec2311ferrets-jw.html.

10：�“Security� in�Flu�Study�Was�Paramount,�Scientist�Says,”�The�New�York�Times,�December�21,�2011,�http://www.nytimes.com/2011/12/22/health/
security-in-h5n1-bird-flu-study-was-paramount-scientist-says.html?_r=1&partner=rss&emc=rss&pagewanted=all.

11：�“Press�Statement�on�the�NSABB�Review�of�H5N1�Research,”�NIH�News,�December�20,�2011,�http://www.nih.gov/news/health/dec2011/od-20.htm.
12：�“About�BARDA,”�Office�of�Biotechnology�Activities,�http://oba.od.nih.gov/biosecurity/about_nsabb.html.
13：�“NSABB:�Studies�show�how�H5N1�can�jump�natural,”�CIDRAP�News,�January�31,�2012,�barrierhttp://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/

avianflu/news/jan3112nsabb.html;�“A�Central�Researcher� in� the�H5N1�Flu�Debate�Breaks�His�Silence,”�Science� Insider�January�25,�2012,�http://
news.sciencemag.org/scienceinsider/2012/01/a-central-researcher-in-the-h5n1.html?rss=1.
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のを待つという意味で、60日間、鳥インフルエンザウイルスを

人工的に変異させる実験を自主的に停止するという共同声

明を発表した15。

おわりに
　デュアル・ユース、バイオセキュリティ、バイオセーフティなど

今回の鳥インフルエンザの研究を巡る議論はどれも新しいも

のではない。しかし、空気感染する鳥インフルエンザから連想

される災害の規模は、米国が10年の歳月をかけて培ったバ

イオレスポンス能力を上回っており、関係者のあいだで波紋

が広がっている。なかでも、人工的に改変されたウイルスが、

意図的あるいは偶発的に環境中に放出されるリスクは、バイ

オテロや自然発生的な感染症などの生物災害対策を強力に

推進する米国が自らで作り出した脅威といえる。

　しかし、この問題は、何も米国に限られたことではない。

2009年の豚インフルエンザが世界的に大流行したように、

人の行き来が盛んな現代社会において、生物学的脅威は国

境を越えて地球規模で広がる恐れがある。病原体に感染し

ても症状がでない不顕性感染というケースもあるので、空港

などで感染者の流入を防ぐ「水際対策」はあまり効果が期待

できない16。したがって、日本でも、鳥インフルエンザ研究が

提起する問題について議論を尽くす必要がある。それと並行

して、まさかの事態に備えて、「検知と診断」「原因の特定」「コ

ミュニケーション」「対抗医薬品の開発と生産」「対抗医薬品

の配布と投与」「医療マネジメントと対応」「環境浄化」などの

バイオレスポンス能力を向上することが重要である。

14：�Thpas�V.�Inglesby,�“Engineered�H5N1:�A�Rare�Time�for�Restraint�in�Science,”�Annals�of�Internal�Medicine,�January�26,�2012,
� http://www.annals.org/content/early/2012/01/25/0003-4819-156-6-201203200-00387.full#rel-related-article
15：�“Scientists�call� for�60-day�suspension�of�mutant�flu� research,”�Nature,�January�20,�2012,�http://www.nature.com/news/scientists-call-for-60-day-

suspension-of-mutant-flu-research-1.9873
16：�河岡義裕、渡辺登喜子「闘う！ウイルス・バスターズ」朝日新書、2011年、p.53


