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長崎大学国際連携研究戦略本部助教

天野 修司

　バイオテロや自然発生的な感染症のリ
スクは地球全体に潜んでおり、アウトブレ
イクが起きると国境を越えて広がる。2005
年に改正された国際保健規則（IHR）は、
国際的な広がりが懸念される公衆衛生上
の危機の予防、検知、対応のための能
力の保有を各国に求めている。それを達
成する期限は 2012 年とされていたが、
報告を行っていない、あるいは延長を要
求している国は、80％以上にものぼって
いる。
　他方、生物兵器禁止条約（BWC）の
専門家会合及び締約国会合（2012 〜
2015 年）の常設課題には、「国際協力・
支援」が含まれており、生命科学の知識
や技術を平和目的で共有するための具
体的な取組についての議論が継続されて
いる（筆者は、外務省からの依頼を受け
て、2012 年の BWC 締約国会合に参加
した）。つまり、「国際協力・支援」は、
公衆衛生と安全保障、両方のコミュニティ
にとって重要なテーマとなっている。
　英国の国防省防衛科学技術研究所は、
国内外の関係機関と連携し、バイオロジカ
ル・エンゲージメント・プログラム（Biological 

Engagement Programme：BEP）を旧ソ
ビエト連邦、中東、アフリカで実施している。
BEP の活動は、近代的な診断、感染制
御及びサーベイランスのためのキャパシ
ティ・ビルディング、バイオセーフティ及び
バイオセキュリティの向上、デュアルユース
生命倫理教育などである。
　BEP は、グローバル・パートナーシップ

（GP）に貢献するためのプログラムである。
GP は、もともとG8 が、不拡散、軍縮、
対テロ、核セキュリティなどの問題に対処
するためにはじめたイニシアチブである
が、2011 年より、バイオセキュリティの向
上や科学者の支援も含まれることとなっ
た。GP の枠組みのなかで、米国やカナ
ダも、英国の BEPと同様のプログラムを
実施している。
　欧州連合（EU）は、CBRN（化学、
生物、核・放射線）の分野での安全や
安心の文化を広めるために、50 の国と8
つの地域にセンター・オブ・エクセレンス

（Centre of Excellence：CoE）を開設し
ている。CoE では、国の行動計画や管
理プログラム、技術プロジェクトなどによっ
て脅威を削減する方策についての情報提

供や支援をネットワークを通じて行ってい
る。CoE は、活動が行われている国や
地域にとって有益であるとともに、EU の
安全保障アーキテクチャの強化にも役
立っている。
　これまで保健分野の国際協力というと
現地のニーズに合わせた医療サービスの
提供が主な目的であったが、諸外国で
は、公衆衛生や安全保障などの視点を
含めた形でのアプローチが重視されはじ
めている。今後、日本でも、生物学的脅
威に対抗するための国際協力の在り方に
ついて包括的に検討する必要があると考
える。我々のプロジェクトでは、2013 年
のはじめに、そのような機会を提供するた
めのワークショップの開催を予定してい
る。詳細については、本紙 4 面をご参照
いただきたい。

バイオセキュリティ向上のための国際協力：
英国及び EUの取組

◆バイオセキュリティ分野の国際連携協力に関する研究調査

2012 年 BWC 締約国会合

　本プロジェクトでは、バイオセーフティ及びバイオセキュリティに関連する国際的な取組、デュアルユース、CBRN（化学、生物、核・放射線）災害の
公衆衛生措置等について研究調査を行っている。また、情報の収集および分析を通じて抽出された課題について、関係省庁、研究機関、企業等の
ステークホルダーが、それぞれの専門領域を超えて検討する機会を提供している。これらの活動を通じて得られた知見をもとに、我が国が目指すべ
き国際連携協力の在り方について提言をまとめる。



　日本では、天然痘によるバイオテロに備えて
痘瘡ワクチン LC16m8 が備蓄されている。一
般財団法人化学及血清療法研究所（化血研）
では、その研究開発や製造を行っている。
LC16m8 は、1975 年に医薬品ライセンスを取
得した。1973 年からはじまった小児 9 万人を
対象とする全国規模の臨床研究によって、免
疫原性が高く、副作用も少ないことが明らかと
なった。近年、海外に派遣される自衛隊員に
LC16m8 が接種されたことから、市販後臨床
研究によって、成人に対しても同じくらいの有
効性と安全性があることが確認された。
　バイオテロ発生時のワクチンの使い方を想
定した場合、どのタイミングで接種すると効
果が得られるのかという視点が重要になる。
動物実験のデータでは、LC16m8 接種直後
の短期間において、細胞性免疫と自然免疫

によって早期に感染防護能力を獲得できるこ
とが示されている。一方、LC16m8 接種後
の効果の持続は、マウスを使った実験にお
いて少なくともLC16m8 接種 1 年後でも抗
体の保持と感染防御能力を有することが確認
されたことから、マウスの寿命は 2、3 年であ
るので、人間に外挿した場合、少なくとも10
年以上は感染防護できると考えている。
　化血研は、米国でのライセンス取得に向
けて、 米・ 生 物 医 学 先 端 研 究 開 発 局

（BARDA） から の 支 援 を 受 け て いる。
BARDAとの契約に至るまでの手続きには、
通常 1 年半以上かかるといわれているが、
比較的、短期間で進めることができた。その
理由は、日米シンポジウムでの発表を通じて、
LC16m8 について BARDA の関係者がすで
に良く理解していたからである。契約内容は、

5 年間で動物を用いた用量反応性有効性実
験と治験薬の製造及び臨床試験に 3400 万
ドルを受給するというものである。
　バイオテロ対策のための研究開発を、1 国
及び 1 企業で行うのは難しいので、それぞ
れの国が得意とするノウハウを合わせること
や、関係機関（公的研究機関など）との共
同で迅速に進めることが強く望まれる。
　このことから、産学官の協力体制を確立し、
企業が参入しやすいインフラを整備すること
が重要である。また関係機関のあいだでの
ネットワーク構築は、国主導で行われること
が望ましいと考える。

化学及血清療法研究所  

横手 公幸

天然痘ワクチンの研究開発における日米の科学技術協力

　日米シンポジウムは、2007 年より合計で
5 回開催されている。米国側からは、これま
で国立衛生研究所をはじめ、疾病管理・予
防センター、生物医学先端研究開発局

（BARDA）、保健福祉省、国務省、国防総省、
国土安全保障省、ホワイトハウスなどからの
代表者が参加してきた。日本側からは、慶
應義塾大学、長崎大学、帯広畜産大学、
国立感染症研究所、科学警察研究所、化
学及血清療法研究所（化血研）、文部科学
省、厚生労働省、農林水産省、内閣官房な
どからの代表者が参加している。我々の研究
グループの役割は、米国側のカウターパート
である国立衛生研究所と協議を行ってシンポ
ジウムの議題を策定し、日本側の代表者の
調整を行うことである。
　日米シンポジウムは、両国のバイオディフェ
ンス研究の将来的な方向性を見出すための
重要な機会となっている。これまでテロに用
いられる可能性の高い病原体についての研
究、高度安全実験施設の稼働、サーベイラ

ンス体制、政策的な側面等について議論を
行ってきた。例年、化学防護や食品安全な
どバイオディフェンス以外の重要なテーマにつ
いても取り上げているが、2011 年は、福島
県での原発事故を受けて放射線災害につい
てのセッションを議題に加えた。
　FIS3 は、1988 年にロナルド・レーガン大
統領と竹下登首相とのあいだで結ばれた日
米科学技術協力協定のもとでの協力枠組み
であり、日米シンポジウムの開催は、同盟関
係の維持・強化という意味でも重要である。
また、米国のトップレベルの科学者と定期的
に会合が持てていること自体、危機管理とい
う観点からも、日本にとって非常に有益であ
る。さらに、最新の研究知見を共有すること
によって、両国における飛躍的な科学技術
の発展につながることが期待されている。
　具体的な成果としては、出血熱ウイルス研
究や高度安全実験施設の稼働、および天然
痘ワクチンの効果や安全性の科学的裏付け
等について米国側とコミュニケーションを図る

ことができたということがある。現在、化血
研は、米国でのライセンス取得を目指して、
痘瘡ワクチン LC16m8 の動物実験、治験薬
製造やフェーズ IIの臨床試験などを行ってい
るが、そのための多額の資金を提供している
のは、米国の BARDA である。日米シンポ
ジウムの開催は、このような協力体制の構築
に大きく貢献した。
　米国側の関係者からは、国と国とのあいだ
での協力関係は、お互いの努力によって維
持されるものであり、デュアルユース性のある
科学技術についての議論が 5 年間も続いた
こと自体が大きな成果であるという意見も出
ている。また、同盟国である日本における高
度安全実験施設の稼働は、米国にとっての
国益であり、今後も議論を続けていきたいと
いう要望もあった。

長崎大学  

天野 修司

FIS3における活動の成果と今後の課題

第2回バイオセキュリティワークショップ

「バイオディフェンスに資する日米科学技術協力の新たな可能性」［日時］2012年7月21日
［場所］三田NNホール＆スペース

　バイオテロ等の脅威から国家を防護するための方策を協議する場として、2007年より、日米メディカルバイオディフェンスシンポジウム（日米シン
ポジウム）が、毎年開催されている。日米シンポジウムは、日米安全・安心科学技術協力イニシアチブ（U.S.-Japan Framework Initiative for a 
Safe and Secure Society：FIS3）に基づくものであり、例年、両国を代表する科学者及び政策担当者が参加している。
　本ワークショップでは、日米シンポジウムでの議論を振り返るとともに、今後の科学技術協力の新たな可能性について検討した。参加者は、科学
者、政策担当者、国際安全保障の専門家など54名である。各講演の概要は以下の通り。



人獣共通感染症の先回り予防策
　人獣共通感染症とは、通常は動物から人
へ感染する病原体に起因する感染病をいう。
代表的な疾病として、狂犬病、各種脳炎、
動物インフルエンザ、ＢＳＥ等多数の感染病
があげられる。新興・再興感染症の大部分
は人獣共通感染症と考えられている。
　ここでは動物インフルエンザのひとつであ
る鳥インフルエンザについて紹介する。イン
フルエンザウイルスは、例外的に宿主域が広
く、鳥類から多くのほ乳類まで感染する。鳥
インフルエンザウイルスは人を含む多種のほ
乳類に感染して病原性を示すことがある。す
べてのインフルエンザウイルスの起源は鳥イン

フルエンザウイルスであり、水鳥が本来の宿
主であると考えられている。
　私たちは 1970 年代後半から山陰地方に
おいて越冬する、ガンカモ類について鳥イン
フルエンザウイルスの分離を実施してきた。
その結果、H5 及び H7 亜型を含むおびただ
しい数の鳥インフルエンザウイルスを分離した
が、すべて鳥類に対して弱毒であった。
1983 年にコハクチョウから分離した弱毒の
H5N3ウイルスを、SPFヒナに累代継代する
事によって強毒化に初めて成功した。
　この強毒化ウイルスのほ乳類への病原性
に興味が持たれたので以下の実験を行った。
継代前の弱毒ウイルスをマウスに実験的に感
染させたところ、全身感染を起こしたが、強
毒化ウイルスは、マウスの脳、呼吸器（鼻甲
介、肺）でのみ増殖し、強い神経向性を獲
得した。人への強い病原性を獲得した危険
なウイルスに変異した可能性も考えられたの
で、実験を中断して現在に至る。以上の実
験は 1990 年代に行なったものである。

　東大医科学研究所河岡義裕教授グループ
の Nature 投稿論文（H Ａ修飾によりH5ウ
イルスがフェレットからフェレットの伝播が可能
となった）、特に実験方法に異論が出たとい
う本年当初の新聞記事に接し、改めて、鳥
インフルエンザは最も危険度が高く警戒を要
する人獣共通感染症のひとつであり、このウ
イルスの「デュアルユース」の可能性に対す
る明確な認識の保持、その病原体の取り扱
い及び保管に万全を期す必要性が痛感され
た。
　2005 年度以来ベトナム北部において家き
ん類、水きん類、野鳥の鳥インフルエンザ
監視を続行しているが、その狙いの一つは、
新型インフルエンザウイルス出現の早期発
見、国内侵入防止あるいは感染阻止にある。

［日時］2012年7月21日
［場所］三田NNホール＆スペース

京都産業大学 

大槻 公一

　国立感染症研究所（感染研）では、ウイ
ルス性出血熱（エボラ出血熱、マールブル
グ病、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、
南米出血熱等）や天然痘、重篤な新興・
再興ウイルス感染症の実験室診断法の開発
及びウイルス学的研究を行っている。2003
年の感染症法の改正によって、出血熱ウイル
スは特定 1 種病原体となり、法的にもバイオ
セーフティレベル（BSL）4 施設でなければ
扱えなくなった。感染研の村山庁舎には、
BSL4 の基準を満たす施設はあるものの、厚
生労働大臣からの承認がないため BSL3 で
の研究に使用されている。
　ウイルス性出血熱の場合、血液中のマクロ

ファージ等に感染した形でウイルス血症が起
きて、数日後にIgM抗体やIgG抗体が上がっ
てくる。患者の診断ということに限って考えれ
ば、発症から早期の急性期には、抗体検査
よりも病原診断（ウイルス遺伝子やウイルス
蛋白を検出する）の検査が行われる。ウイル
ス分離・同定という検査が最も確実であるが、
それは BSL4 施設でなければ行うことができ
ない。
　そこで、PCR（RT-PCR）法や LAMP 法
で遺伝子の検出を行うことになるが、出血熱
ウイルスでは、特にラッサウイルスや南米出
血熱ウイルスで、ウイルス毎の遺伝子変異が
多い。さらにリアソートメントや遺伝子の組換
えが起きるので、検出できないものが必ず出
てくる。そこで、ウイルスのNP（Nucleoprotein）
というコアタンパクを高感度で検出する方法
も準備している。また、発症後期から回復期
の抗体応答を検出する血清診断法として、
組換え抗原を使った蛍光抗体法、ELISA 法
や、VSV シュードタイプを用いた中和抗体測
定等の開発も行っている。ウイルス性出血熱

の実験室診断の結果が正しくなければ（偽
陰性や偽陽性）大問題となるので、これら
のシステムを複数使って、限りなく100％に
近い正確な診断を行わなければならない。
　開発した診断技術を評価するためには、
生きたウイルス等が必要となるので、米国や
その他の国と共同研究が必要であるが、近
年、米国では種々のセキュリティクリアランス
が厳しくなってきている。英国でもセキュリティ
クリアランスは厳しいが、現地の研究者と良
い関係が築けているので、比較的、共同研
究を行いやすい状況がある。日米シンポジ
ウムを通じて、両国の研究者が交流を深める
ことによって、セキュリティクリアランスの壁を
越えられるようになることを期待している。

ウイルス性出血熱患者発生に備えた検査診断技術
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Upcoming Event
第3回バイオセキュリティワークショップ

「生物学的脅威に対抗するための国際協力の在り方について」

　バイオセキュリティ強化のための国際
的な取組は、公衆衛生と安全保障の
接点を求める方向に動いている。公衆
衛生側の中核は、国際保健規則（IHR)
に基づく各国のコアキャパシティの形成
である。IHR は、国際的な広がりが懸
念される公衆衛生上の危機についての
情報収集及び伝達を義務付けており、

そのための対応能力の保有を各国に求
めている。
　一方、安全保障側の中核である生
物兵器禁止条約（BWC）の専門家会
合及び締約国会合（2012 〜 2015 年）
の常設課題には、「国際協力・支援」
が含まれており、平和目的で生命科学
の知識や技術を共有するための具体
的な取組が模索されている。
　本ワークショップでは、IHR や BWC
についての最近の議論を踏まえて、公
衆衛生や安全保障の視点を含めた形
での国際協力の在り方について包活的
に検討する。

　近年の SARS の例では、7、8ヶ月のあい
だで 30 カ国にウイルスが広がった。当時、
感染症には国境がないが、情報や研究材料
の共有には確実に国境が存在するという認
識が生まれた。加えて、マラリアや結核、デ
ング熱、狂犬病なども人類共通の脅威であ
り続けた。感染症の研究と対策には国境を
越えたコラボレーションが必要である。現地
で採られた病原体へのアクセスは、感染症
研究の推進に欠かせない。
　文部科学省は、2005 年から新興・再興
感染症研究拠点形成プログラム（2009 年迄
の 5 年間）を開始した。プログラムには、2
つの要素がある。ひとつは、日本の大学や
研究機関が、アジアやアフリカの国々のカウ
ンターパートと日常的に感染症の研究を行う
ための海外駐在型拠点を建設すること。もう
ひとつは、理化学研究所に感染症研究ネット
ワーク支援センター（現、推進センター）

（CRNID）を設置し、これらの共同研究拠

点を結ぶネットワーク（NW）を作ることである。
2010 年度より、第 2 フェーズとして（2014
年度まで）、感染症ネットワーク推進プログラム

（J-GRID）が開始された。プログラムを通じ
て、2012 年度までに 8カ国（アジア 6カ国、
アフリカ2カ国）に 13 拠点を持つ NW が構
築された。
　J-GRID のミッションは、質の高い研究、
技術革新、人材育成、社会還元の 4 つであ
る。第 2フェーズに入って、微生物学、感
染症学、公衆衛生学などの専門誌に、多く
の論文が掲載されはじめている。LAMP 法
を用いた安価な迅速診断技術やスマート・ア
ンプ、メタゲノム診断など新しい技術も開発
されている。プログラムを通じて、より高い役
職に就かれた方が 34 名（日本人 26 名、
外国人 8 名）いるので、人材育成も順調に
進んでいると考える。また、CRNID では、
国内外の会議での講演やミニ集会、ホーム
ページ、メールマガジン等を通じた情報発信

を精力的に行っている。
　第 1フェーズでは、「科学技術外交」の
お手本（事後評価委員会）ともいえる感染
症国際研究プラットフォームが形成された。
第 2フェーズでは、研究活動の最大化や人
材育成を柱としてきたが、当初の目標はかな
り達成されつつあると考えている。今後は、
世界保健機関、仏・パスツール研ＮＷ、我
が国の国立感染症研究所等との連携も強め
ていきたい。残る 2 年半は、J-GRID の恒
久的存続（第 3フェーズ）のための準備期
間でもある。新しい枠組みを遅くとも2014 年
度の初めまでに策定する。

我が国の国際共同研究新戦略「感染症研究ネットワーク推進プログラム」
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日　程：2013 年 1 月 26 日（土）
座　長：安田二朗（長崎大学）
講演者：天野修司（長崎大学）
　　　　齋藤智也（厚生労働省）
　　　　谷内一智（外務省）
　　　　渡邊　学（国際協力機構）

申し込に関する詳細は、ホームページをご参照ください。
http://www.cicorn.nagasaki-u.ac.jp/mext/mext_workshop.html


