〒162－0052
東京都新宿区戸山１－18－6

電話＆ファクス 03-3209-9666

郵便振替 00180-1-408810
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さて、何かと出費がかさむ時
期かと存じますが、「バイオ
セーフティⅤ」作成にあたり
まして費用が嵩みました。
「謹呈」ではあり
ますが、ご協力願
えれば幸甚に存じ
る次第です。
２０１９年
３月７日
国立感染症研究所の安全
性を考える会副会長（財
政担当） 河原田 安啓
会員各位

2

11

Eメール sgxwp921@ybb.ne.jp
ＨＰ http://stopbiohazard.com/

余寒の候、ますます御健勝 プ・ザ・バイオハザード「国
のこととお慶び申し上げます 。立感染症研究所の安全性を考
日頃は会員の皆様には大変お える会」と、感染研との対話
世話になり有難うございます 。で交わされた内容を纏めたも
この度、 国立感染 症研
究所（以 下感染研 ）と
住民との対話２０１７
年「バイオセーフティ
Ⅴ」を作成いたしまし
た。
これは、２０１７年１２月 のです。
８日（金）、第５回「国立感 説明会の中身が詳細に記され
染症研究所の安全性に関する ておりますので是非御一読頂
説明を聞く会」で私共、ストッ ければと思っております。
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22

は振 り 返ら ず、
年齢も気にせず、
ひた す ら前 を見
て進 ん でい きま
しょ う 」と の言
葉に 励 まさ れま
した。
（田頭副会長）

1

いた。事故のリスクは飛躍
的に高まる」と憤り、途中
退席した。」
今後のことについて、武
蔵村山市の藤野勝市長は
「感染症ウイルスの輸入は
直ちに判断が難しい。市民
の理解が前提になる」とし、
雷塚自治会の須藤さんは
「研究・検査は移転した上
でやってほしい」とウイル
スの輸入・研究に反対の立
場をとっている。
一方、国立感染症研究所
は、地元での理解を得るた
めに見学会や説明会などを
企画し、武蔵村山庁舎での
検査・研究に踏み切る方向
で動いている。

年で最多で前年を上回るペー ク開催中の大会参加者、競
スであり（はしかは感染力 技者たちの事故、病気の入
が強い）。また、風疹患者 院・治療病院（テロ対策を
は２９１７人を超えつつあ 含む）等として、既に国立
る。（前年は 人で約 倍）。国際医療センターが受け入
風疹は、 ～ 歳代の男 れを決定して、準備を整え
性６割以上がワクチンの定 ている。（昨年、その会議
期接種の対象外であったた に筆者も参加し拝聴させて
め、免疫がない。今年から 頂いた）
～ 歳の男性を対象に、
東京オリンピックには、
厚労省は風疹の抗体検査と 世界から多くの人々が東京
予防接種を原則無料で実施 にやってくることが予想さ
する予定。
れるが、もしも風疹を撲滅
去年は、風疹が大流行し、できなければ、東京は世界
厚労省・感染研が撲滅キャ の笑いものにされるであろ
ンペーンを行い、各自治体 う。既に、アメリカ等は、
が取り組んだ筈であったが、国外からの風疹を上陸阻止
実際には不十分であった様 する等の成果をあげる等、
である。
風疹を徹底して撲滅してい
２０２０年東京オリンピッ る。（内海弘・副会長）

4

議会の中で、東京五輪への
取り組みと題して、病原体
の輸入について説明した。
出席した住民らの間には
「唐突だ」と憤りや困惑が
広がり、「話が違う」と怒っ
て途中退席する人も。同意
や理解とは程遠い、重苦し
い空気に包まれた。庁舎か
ら約 ㍍南に住む雷塚自治
会事務局長の須藤博さん
（ 歳）が「三年前、所長
はウイルスを輸入してまで
やるつもりはないと言って

てた。
大学は、長崎市のキャ
ンパス内で 日にも着工
し２０２１年度の完成を
予定している。申立人の
木須博行さん（ 歳）さ
んは、会見し「住民がリ
スクを引き受ける必要は
ない」と訴えた。
（共同通信
）
70
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致死率の高い病原体を
扱うバイオセーフティー
レベル （ＢＳＬ ）の
研究施設を設置しようと
している長崎大が周辺住
民への安全配慮義務を尽
くしていないとして、整
備予定地近くに住む 人
が２０１９年 月 日、
建設差し止めを求める仮
処分を長崎地裁に申し立
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去年の冬から今年の 月
中旬迄、例年になくインフ
ルエンザが猛威を振るって
いる。少し勢いが弱まって
きたが、直近では新記録に
な り そう だ 。 予防 グ ッ ズ
（加湿器＋マスク）の商品
が前年の 割
5増で「今年は
売れ行きが落ちない」との
事。全国的に降水量が少な
く、乾燥した天気が影響し
ている。（東京の 月
1の降
水量は約 16
ミリ で、平年
（ ・ ミリ）を大幅に下
回った。
さらに、２０１８～２０
１９年にかけ、麻疹（はし
か）と風疹の感染症が流行
している。麻疹の患者は近
畿を中心に急増し、過去

16

3

サ熱、クリミア・コンゴ出
血熱、マールブルグ病）の
原因ウイルスを輸入する意
向を表明した。２０１８年
月 日に行われた住民説
明会の模様を、東京新聞
（２０１８年 月 日付）
は左記のように報じていま
す。
「国立感染症研究所は
日、東京都武蔵村山市の同
研究所村山庁舎で、地元自
治会などとの定例の連絡協
11
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「国立感染症研究所の安
全性を考える会」の第十三
回総会が、２０１８年 月
日午後３時から新宿区障
害者福祉センターで開かれ
ました。鈴木武仁会長のあ
いさつに続き、田頭盛生副
会長より２０１７年度の経
過報告、２０１８年度の方
針が提案されました。
運動方針の中で、①武蔵
村山庁舎でのＰ４施設の稼
働、長崎大でのＰ４施設の

建設について状況の推移を
みながら、いずれも、住宅
密集地での稼働について、
安全性の確保が十分になさ
れるよう、地域住民の方々
と連帯していく②感染研と
の対話を重視し、「バイオ
セーフティⅤ」（第 回感
染研との対話の記録）の活
用、第６回感染研との対話
の準備③第 回平和のため
のコンサート（６月２日
（土） 時～）を成功させ
ることが強調されまし
た。
引き続き、財政報告
と会計監査の報告を受
け、議案全てが一括で
承認されました。続い
て、２０１８年度の世
話人・役員（鈴木武仁
会長他 名）が選任さ
れました。
午後３時半から懇親
会が開かれ、参加者の
近況の報告と、今後の
活動について報告され
和やかに歓談し交流の
場となりました。芝田
貞子事務局長は「後ろ

武蔵村山市は東京都心か
ら西へ約 キロのベッドタ
ウン。民家がひしめき、特
別支援学校が隣接する住宅
街のど真ん中に、「バイオ
セーフティーレベル（ＢＳ
Ｌ）４」施設 国
＝立感染研
村山庁舎が建っている。国
立感染研は、エボラ出血熱
など致死率の高い感染症の
患者が入国する可能性が高
まるとして、５種類（エボ
ラ出血熱、南米出血熱、ラッ
11

4

＜発行＞ストップ・ザ・バイオハザード
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第 回総会（２０１９年 月４日）において、バイ 歩すると、一つの塩基だけ
オ予防市民センターの長島功さんが「ゲノム編集とは をノックアウトまたはノッ
何か」と題する記念講演を行ないました。その要旨を クインできるようになりま
した。こうしてクリスパー・
紹介します。
キャス・ナインという手法
ゲノム編集には三種類 度と確率の高さの点から現 を用いて塩基配列を自由自
在では最も多く採用されて 在に編集することができる
います。 この方法は、ウィ ようになりました。
ルスに対する細菌の免疫機
能を応用したものです。細 ゲノム編集の欠点
菌は一度侵入したウィルス
の一部の塩基配列を覚えて
いて、そのウィルスが二度
しかし、ゲノム編集にも
目に侵入する際にその記憶 まだ克服されていない欠点
に基づいてその塩基配列を もあります。それは「オフ
切断して、ウィルスの侵入 ターゲット変異」と呼ばれ
を防ぐわけです。このうち るもので、狙った塩基配列
特定の塩基配列を認識する または標的とした塩基配列
細菌の機能を持つのがクリ 以外の塩基配列でも切断や
スパーというＲＮＡです。 挿入などの変異が起こって
塩基配列を切断するのがキャ しまうことです。このよう
ス・ナインという酵素です。 な変異が起きると、ゲノム
ゲノム編集では、クリス 編集された生物は正常に機
パーを人工的に設計して編 能しなくなり、奇形や病気
集したい遺伝子の塩基配列 や死などの異常な事態が発
をクリスパーに覚えさせ、 生します。ただしこのよう
クリスパーがキャス・ナイ な変異が起こる確率は百パー
ンをその塩基配列のところ セントではないので、その
に誘導し、キャス・ナイン 確率をゼロパーセントにし
がその塩基配列を切断しま ようと努力がされています。
す。そうするとこの塩基配
しかし、ゲノム編集は、
列を含む遺伝子は機能しな 特定の塩基を欠損させたり
くなります。これをノック 挿入したりすることにより、
アウトと言います。技術が ゲノムや遺伝子の調和を乱
進むと、ゲノムのある場所 すので、予期しない何らか
に新奇の遺伝子を挿入する の変異が起きるのは避けら
こともできるようになりま れないと思われます。
した。これをノックインと
次に、これまでゲノム編
言います。さらに技術が進 集で作成された動植物の例
64
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「考える会」副会長の伊東一郎さんは今年３月早稲田大学を退職されます。こ
れを記念して、当会の２０１９年新年会（２０１９年１月 日）で同氏の「私の
歩んだ道」と題する講演会を企画しました。その講演の要旨を紹介します。

ロシア民謡を
ロシア語で歌う
私は一九四九年に札幌で生
まれました。後に私がロシ
ア語を学ぶことになる遠因
は父にありました。父は戦
前満州のハルビンにあった
国立ハルビン学院に留学し

調査も行いました。内線前
の旧ユーゴスラヴィア時代
に民俗資料を収集できたの
は幸せでしたが、その後の
ユーゴ内戦は想像もつかず、
戦争は人為的に起こされる、
という感を強くしました。
私は一九八四年に早稲田大
学文学部に呼び戻され、古
巣のロシア文学科で教鞭を
とることになりました。ロ
シア文学とスラヴ比較民族
学の両輪での研究が始まり
ました。

芝田先生に口説かれ
予研裁判闘争へ
そんな中で一九八七に予
研闘争が始まりました。文
学部の裏の目と鼻の先に、
国立予防衛生研究所が移転
することになったのです。
住民運動として始まった予
研移転反対運動は早稲田大
学の教職員を巻き込んで大
きな渦となって行きました。
私はその当時教員組合の執
行委員を務めており、高田
馬場に住んでいました。そ
のため組合で私が予研問題

を挙げておきます。植物で の染色体異常に加えて、が
は、イネやコムギの品種改 んやエイズなどの病気にも
良がおこなわれています。 ゲノム編集治療が試みられ
例えば、白葉枯（しらはが ています。しかしいまだ動
れ）病やうどん粉病の病原 物実験の段階にとどまり、
菌が感染や増殖のために摂 成功例はほとんどありませ
取するタンパク質を破壊し ん。ゲノム編集で最大の問
て、それらの病原菌への耐 題は、ヒトの受精卵にゲノ
性を与える実験が成功して ム編集を施すことの是非で
います。動物では、白いカ す。米国科学アカデミーは
エルが作成されました。メ 単一遺伝病の受精卵のゲノ
ラ ニ ン 色 素 を 作 る 遺 伝 子 ム編集を容認しましたが、
（チロシナーゼ）をゲノム 正常な受精卵のゲノム編集
編集でノックアウトすると に関しては、多くの国が指
アフリカツメガエルは色素 針や法律で基礎研究は認め
が作れなくなり、白くなっ ても臨床応用（ゲノム編集
たわけです。また肉量が増 した受精卵の子宮への着床）
加したマダイが作成されま は禁止しています。
した。ミオスタチンという
しかし、中国はこうした
タンパク質と同名の遺伝子 規制がなく、そのために研
に注目し（ミオスタチンは 究者が正常な受精卵をゲノ
筋肉量が多すぎないように ム編集する実験が行われて
抑制または調節するタンパ います（去年の 月にはゲ
ク質）、これをノックアウ ノム編集された双子の女児
トして働かなくさせれば、 が誕生しました）。ヒトの
筋肉量が増強した肉付きの 受精卵のゲノム編集を禁止
良いマダイが育つと考えて するのは、いわゆるデザイ
実験した結果、マダイの肉 ナーベビーの問題があるか
量は１・５倍になったとい らです。というのは、デザ
う例があります。
イナーベビーの遺伝子ゲノ
ムは子孫代々に伝わるので、
人間の進化を自然の摂
人類の進化を自然の摂理に
理から人間が操作して 任せるのではなく人間が操
いく領域へ
作することによって人間が
次にゲノム編集を医療に 神を演じることになると考
応用するゲノム編集治療を えられるからです。
行なう動きも活発です。対
象はハンチントン病などの
単一遺伝病やダウン症など

担当委員ということになっ
たのです。裁判闘争は一九
八九年に始まり、芝田進午
先生に口説き落とされ、原
告の一人となりました。そ
れだけでなく、文学部の先
生方を今度は私が口説き落
とし、三〇人余りの先生方
を原告にしました。
この年の九月から私はモ
スクワに十ヶ月の留学をし
ますが、私が研究対象とし
てきたロシアも大きく変わ
ろうとしていました。ゴル
バチョフの推進してきたペ
レストロイカの運動が東欧
各国に波及し、その年の暮
れにベルリンの壁が崩れた
のです。禁書だったパステ
ルナークの長編小説『ドク
トル・ジヴァゴ』も書店に
並びました。そうこうして
いるうちに一九九一年には
ソ連が崩壊してしまいまし
た。ロシア研究者にとって、
ソ連が無くなる、というこ
とは想像もできず、これも
大ショックでした。
しかしソ連の崩壊のおか
げで、外国人にもフィール
ドワークの道が開けるよう
になりました。一九九一年
から私は西シベリアの農村
で住み込み調査をすること
ができるようになりました。
また情報公開がされるよう
になり、旧ソ連時代に開発
されていた生物兵器、その
工場の起こした事故なども

予研 感=染研裁判は最高裁
にまで持ちこまれましたが 、
残念ながら勝訴の日の目を
見ることはできませんでし
た。しかしこの裁判が感染
研事故の抑止力となったこ
とは否めません。
幸い感染研は目に見える
事故は起こさずに現在まで
来ましたが、監視の目を緩
めることなく、見守り続け
ることが大事だと思います 。
毎年の文学部の入試の度に 、
もしこの試験の最中に大事
故が起きたらどうなるだろ
う、と背筋の寒くなる思い
にかられながら入試監督を
務めてきました。私もいつ
か芝田先生の亡くなった七
〇歳を迎え、あの裁判で原
告になって下さった先生も
大学にはもう少なくなって
しまいました。私の研究棟
は、感染研を見晴らせる、
そしてそれゆえ最も危険な
場所にありましたが、芝田
先生のご遺志を継いで、こ
れからも感染研には埼玉の
吉川から目を光らせ続けて
いきたいと思います。

感染研への監視の目を
継続が大切に

明るみに出て来ました。も
とはと言えば、七三一部隊
の行った人体実験のデータ
がソ連に流れた、と考えら
れます。
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ゲノムとは生物の全遺伝
情報のことで、細胞の核の
中の染色体内にある塩基配
列のことです。これらの塩
基には、Ａ（アデニン）・
Ｔ（チミン）・Ｇ（グアニ
ン）・Ｃ（シトシン）の四
種類があり、これらが二重
に配列されて二重らせん構
造を形成します。ヒトのゲ
ノムには約 億対、 個の
塩基があります。ゲノム編
集とは、これらの塩基配列
をワープロの文字の編集の
ように自由に切り貼りして
自由に書き換えることです。
これと同じことは遺伝子組
み換えという方法でもでき
ましたが、ゲノム編集では
遺伝子組み換え
よりもはるかに
正確かつ迅速に
行うことができ
ます。
ゲノム編集の
方法には三種類
ありますが、最
も新しく開発さ
れた「クリスパー・
キャス・ナイン」
という手法が精

32
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講演する伊東一郎さん

記念講演する長島功さん

ました。 外務省の語学留学 今はなきワルシャワ条約軍
生試験に合格し、ロシア語 の戦車がチェコスロヴァキ
を選択して 満州に行ったの アの首都プラハに乗り入れ、
です。敗戦後一九五六年ま この国で始まっていた「人
で日本はソ連と国交がなく、 間の顔をした社会主義」の
父がソ連勤務になったのは、 模索の試みを圧殺したので
一九六一年のことでした。 す。ロシア語、ロシア民謡、
家にはその頃からロシア語 ロシア文学が好きだっただ
の本がごろごろしており、 けの私には大ショックでし
ロシア民謡のレコードがい た。ロシアのことを知るに
つもかかっていました。そ はロシアをロシア以外の東
れを聞くうちに中学三年頃 ヨーロッパ、スラヴ諸国と
からロシア語でロシア民謡 の関連で研究しなければな
を歌うのが趣味となり、藤 らない、と思うようになり
沢の県立湘南高校に入学後 ました。卒業論文も修士論
は合唱部に入部しました。 文もロシア民謡をテーマと
年間歌い惚けていたせい して書き、関心は次第に文
で、めでたく伊東「一浪」 学から民俗学にシフトして
となり、ようやく早稲田大 いきました。
学文学部に入学、高校合唱
そんな私を拾ってくれた
部の先輩が 人入部してい のが、大阪の国立民族学博
たので、迷わずグリークラ 物館でした。私は一九七九
ブに入部しました。文学部 年にそこの助手に採用され、
に入学後は念願のロシア語 四年半スラヴ比較民族学研
を選択しました。
究に従事することができま
した。展示資料の収集のた
ロシア文学から
め、ポーランド、分裂前の
スラブ比較民俗学へ
旧チェコスロヴァキア、や
そんな私にとって大きな はり分裂前の旧ユーゴスラ
出来事が、一九六八年、大 ヴィアを訪れ、ブルガリア
学入学の年に起きました。 の農村で三ヶ月の住み込み
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