
潜在的危険性のある生物由来物質に関する規定 

 

潜在的危険性のある生物由来物質とは微生物、遺伝子組換え技術、人や動物の新鮮組織または凍結組

織、血液や体液のことである。潜在的危険性のある生物・生物剤を扱う場合、生徒および研究プロジェク

トに関わる教員はリスク評価を行う。これは、生物由来物質を用いたときに動物、植物、人に対して起こ

る可能性のある有害性、被害、疾病のレベルを明示するためである。リスク評価の結果によって、バイオ

セーフティレベルが決まり、研究を進めてよいか、進める場合に必要となる実験室設備、装置、教育訓練、

監督助言の詳細が決定する。 

 

【ルール】 

1. 潜在的危険性のある微生物（細菌・ウイルス・ウイロイド・プリオン・リケッチア・菌類・寄生虫を

含む）、組換え DNA 技術、人や動物の新鮮組織または凍結組織、血液や体液の使用には、事前の調

査および生物実験委員会の承認が必要である。 

2. 潜在的危険性のある生物・生物剤を培養して用いる実験は、例え BSL-1 相当の生物であっても、家

庭環境で行うことは禁止されている。ただし、BSL 封じ込めに対応した実験室に直ちに輸送できる

場合は、家庭での検体の収集を認めることがある。 

3. バイオセーフティレベル 1（BSL-1）相当の研究は、BSL-1 あるいはそれ以上の実験室で行うこと。

この場合、経験のある教員が監督する。生徒は一般的な微生物学実習の適切な教育訓練を受けておく

こと。 

4. バイオセーフティレベル 2（BSL-2）以上の研究は禁止する。実施する場合には BSL-2 以上の実験

室（一般的に大学等の研究機関限定）で行うことになるが、当該研究機関のバイオセーフティ委員会

による審査・承認が必要となる。 

5. 生徒は BSL-3 または BSL-4 に関連した実験の計画または参加を禁じる。 

6. 生物工学的な生物のクローン選択のための抗生物質耐性マーカーを挿入する際、以下のことが禁じ

られている。 

(a) 学生が挿入を行うこと。または感染症に抵抗する能力に影響を与える可能性のある形質を発現す

る生物を選択すること。 

(b) 多剤耐性菌を設計または選択すること。 

7. 抗生物質耐性生物の選抜、継代培養を行う研究は、BSL-2 相当の実験設備が必要である。 

8. 人や動物の汚物（下水汚泥を含む）を培養に用いる研究は、BSL-2 相当の研究とされる。 

9. 天然に存在する植物病原菌は、培養しなければ自宅で研究してもよい。ただし、それを家や庭の環境

に移植してはならない。 

10. すべての潜在的危険性のある生物・生物剤は、実験終了時に適切に廃棄処分すること。オートクレー

ブによる高圧蒸気滅菌処理（121℃、20分間）、10％漂白溶液など。 

 

A 未知の微生物を対象とした研究に関するその他の規定 

未知の微生物を対象とした研究は、病原体となり得るものの存在、濃度、病原性が不明であることか

ら、努力目標を示す。これらの研究では、環境中（土壌・家庭の床面・皮膚など）から採取し培養した微



生物が一般的に用いられる。 

1. 未知の微生物を対象とした研究は、以下の条件のもとで BSL-1 相当の研究として扱う。 

(a) 生物はプラスチック製のペトリ皿（無菌の壊れない容器）で培養し、密封する。 

(b) 実験は、実験中ペトリ皿輪を密封したまま行える方法に限られる（例:生物体またはコロニー数

をカウントする実験）。 

(c) 密封したペトリ皿は、指導責任者の監視の下でオートクレーブまたは殺菌の後、廃棄処分する。 

2. 未知の微生物が入った培養容器を何らかの目的で開放する場合（廃棄・滅菌のためは除く）は、BSL-

2 相当の研究として扱われる。 

 

B 遺伝子組換え技術を用いた研究に関するその他の規定 

 遺伝子組換えされた生物についての研究は、詳細な検討が必要だが、いくつかは事前審査を受けた後、

高校の BSL-1 実験室で実施することができる。 

1. BSL-1相当の生物およびBSL-1宿主ベクター系、市販のキットを含むすべての遺伝子組換え実験は、

生物実験委員会による事前審査を受けた後、指導教官の監督下で行うこと。例として、E.coliK12 株、

S. cerevisiae、および B. subtilis 宿主ベクター系での DNA クローニングがある。 

2. 実験の過程で BSL-2 相当になり得る BSL-1 の生物を用いる実験は BSL-2 の実験施設ですべて行う

こと。 

3. 人、植物または動物にとって毒素（ウイルスを含む）をコードする DNA が含まれる組換え体の増殖

は禁止されている。 

4. すべてのゲノム改変は、BSL-2 相当の研究に分類される。 

5. 遺伝的に改変された種、外来種、病原体、毒性化学物質または外来物質の環境への導入または処分は

禁止されている。 

 

C 組織および体液（血液、血液製剤を含む）を対象とした研究に関するその他の規定 

 動物の組織、血液あるいは体液を扱う研究では、微生物が含まれる可能性があり、それが病気を引き起

こす恐れがある。従って適切なリスク評価が必要である。 

1. 人または霊長類の組織培養株を用いた研究は、ソース情報に示されている通りにBSL-1またはBSL-

2 レベルの生物体とみなされ、扱われなければならない。 

2. 生徒の研究以外の目的で安楽死された動物から組織を取り出した場合は、組織に関する研究である

とみなしてもよい。 

3. BSL-1 の研究には、微生物の存在の可能性の低い非感染性ソースから取り出した生体、凍結組織、

体液の収集および実験が含まれる。 

4. BSL-2 の研究には、食料品店、レストラン、または食品加工工場から得られない生体、凍結組織、体

液または肉や肉の副産物の収集および検査が含まれる。これらには微生物が含まれている可能性が

あるためである。 

5. ソースが不明な人の母乳は、HIV および C 型肝炎に感染していないことが証明されていない場合、

BSL-2 とみなす。低温殺菌されていない家畜の乳は BSL-2 とみなす。 

6. ヒトまたは野生動物の血液または血液製剤を含むすべての研究は、BSL-2 の研究とみなされる。家



畜の血液を含む研究は、BSL-1 の研究として扱われる。 

7. 人の体液に関する研究で、標本となった人物が特定できる場合は、研究倫理審査委員会の審査と承

認、被験者の同意が必要である。 

8. 研究にあたる生徒が（培養していない）自らの体液を使用する場合は以下のようになる。 

(a) BSL-1 の研究にあたると考えられる。 

(b) 家庭の設備で実験可能である。 

(c) 体液を実験手順の効果を測定するため生徒が扱う場合、研究倫理審査委員会による審査を受け

なければならない（例えば、生徒が食事を操作して、血液や尿を採取するなど）。 

(d) 生物実験委員会の事前審査と承認を実験前に得なければならない。 

 

【事前承認の免除】 

1. 以下の研究については、事前審査は免除される。 

(a) 原生生物、古細菌を含む研究。 

(b) 堆肥化、燃料生産、および他の培養を伴わない実験のために肥料を用いる場合 

(c) 市販の色が変化する大腸菌水質検査キット。このキットは、密閉されたままにし、適切に廃棄さ

れなければならない。 

(d) 脊椎動物の腐敗に関する研究（例として法医学研究） 

(e) 微生物燃料電池に関する研究 

2. 以下に示すような、BSL-1 相当の生物を含めた研究については、事前審査は免除される。 

(a) パン酵母および醸造用酵母を用いる研究。ただし、組換え DNA を用いる研究は例外。 

(b) 乳酸菌、Bacillus thuringiensis、窒素固定細菌、油や藻類を食べる細菌を自然な環境で用いる

研究（ただし、それらをペトリ皿で培養した場合は免除の対象とならない。） 

(c) 水や土壌微生物を含む研究で、微生物の増殖に関わる培地が濃縮されていないもの。 

(d) 食物に生えるカビの研究で、カビが生えたと認められた段階で実験を終了させる場合。 

(e) 食用のキノコ類、粘菌を用いた研究。 

(f) 学校で行われ、遺伝子組換え実験または抗生物質耐性生物の作出のための追加規則の対象とな

らない大腸菌 K12 株（およびセンチュウ C.elegans のエサとしてのみ使用される大腸菌の株）

に関する研究。 

3. 以下に示す組織は、潜在的危険性のある生物・生物剤として扱わなくてもよい。 

(a) 植物組織（有害であることが知られているものを除く） 

(b) 植物、非霊長類性の確立された培養細胞および組織培養のストックセンターの試料。培養細胞

の調達先とカタログ番号の両方もしくは一方を研究計画に明記する。 

(c) 食料品店、レストラン、食品加工工場から調達した、新鮮あるいは冷凍された肉やその副産物、

または低温殺菌された牛乳、卵。 

(d) 毛髪、ひずめ、爪、羽毛 

(e) 存在しうる血液感染性の病原菌を殺菌した歯 

(f) 化石化した組織または考古学的標本 

(g) すでに用意されていた固定組織標本 



 

【潜在的危険性のある生物由来物質に関するリスク評価】 

 リスク評価は、生物および生物由来物質を扱うときに生じる可能性のある動物、植物、人に対する有害

性、被害・病気の危険性と定義する。リスク評価の結果によってバイオセーフティレベル（BSL）が決め

られ、研究を進めるために必要な実験室設備・装置・教育訓練・監督の要項が決定される。レベルは，1

から 4 までの 4 段階に分類されている。原則として市川学園で行うことができる実験は BSL-1 までとす

る。 

1. 危険性のある生物および生物由来物質をリスクグループに割り当てる。 

2. 既知の微生物を題材とした研究は、日本細菌学会の基準（ http://jsbac.org/archive/04-

12bsl_level.html）に基づき、微生物をバイオセーフティレベルのリスクグループに割り当てる。た

だし、健康な成人のヒトに常に疾患を起こすものとして知られていない微生物については BSL-1 相

当とする。BSL-1 レベルの生物の例として、枯草菌、病原性を有しない大腸菌及び酵母等が挙げら

れる。 

3. 未知の微生物の研究および生体組織の使用は、実験手順によってリスクグループを割り当てる。（A

の規定参照） 

4. 生徒が実験を行うときに利用できる生物学的封じ込めレベルを決定する。学校で利用できる封じ込

めレベルは BSL-1 のみとする。 

5. 生徒を監督する教員の経験と専門知識の評価。 

6. 危険性のある生物および生物由来物質のリスクグループ、利用可能な生物学的封じ込めレベル、研究

を監督する教員の専門知識、に基づいて最終的なバイオセーフティレベルを研究に割り当てる。 

 

 

【生物由来物質のリスクグループの分類】 

BSL-1  

人体・環境に与えるリスクが低い生物および生物由来物質を含んでいる。これらの作用物質は、健康な

実験要員・動物・植物の病気を誘発することがほとんど考えられない。微生物の場合、BSL のレベルは

日本細菌学会の基準（http://jsbac.org/archive/04-12bsl_level.html）に準ずる。ただし、健康な成人のヒ

トに常に疾患を起こすものとして知られていない微生物については BSL-1 相当とする（枯草菌、病原性

を有しない大腸菌及び酵母等）。他には Agrobacterium tumefaciens, Micrococcus leuteus, Neurospora 

crassa を扱う研究。微生物の存在の可能性の低い非感染性ソースから取り出した生体・凍結組織・体液

を用いた研究、（培養していない）自らの体液を使用する研究。 

 これらの作用物質は、BSL-1 の封じ込めを必要とする。作業は開放作業台上またはドラフト内、また

はクリーンベンチ内で行う。実験室内での作業では、標準的な微生物の取り扱い方法が用いられる。汚染

除去はアルコール系消毒剤または高圧滅菌器（オートクレーブ）で行う。白衣が必須であり、手袋着用が

望ましい。実験室での作業は、微生物学または関連する科学分野の教育を受けた教員が監督すること。 

 

BSL-2  

人体・環境に与えるリスクが中等度の生物および生物由来物質を含んでいる。実験室環境で病原菌にさ
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らされた場合でも、拡散のリスクは限定され、重篤な疾患をもたらす感染を引き起こす可能性はほとん

どない。感染が発生した場合でも、有効な手当や予防措置がある。これらの作用物質は、BSL-2 の封じ

込めを必要とする。BSL-2 の例は、マイコバクテリウム、肺炎レンサ球菌、サルモネラ菌、また人や動

物の汚物（下水汚泥を含む）を培養に用いる研究、抗生物質耐性生物の選抜・継代培養、人または野生動

物の血液や組織を用いた研究。 

 BSL-2 の封じ込めでは、実験室の立ち入りは規制される。安全キャビネット（クリーンベンチとは異

なる）を使用できるようにしておくこと。廃棄物の汚染除去のため加圧滅菌器（オートクレーブ）を使用

できるようにしておくこと。白衣、手袋が必須であり、保護めがねもしくは顔面保護も必要に応じて着用

しなければならない。このような作用物質を取り扱い際のリスクを理解している科学者が監督を行う。

BSL-2 の実験は、市川学園では行うことができない。 

 

BSL-3  

人・動物・植物に重篤な病気を引き起こすか、または重大な経済的影響をもたらすことがある生物およ

び生物由来物質を含んでいる。BSL-3 の封じ込めは吸引による暴露により重篤な、あるいは致命的な病

気を引き起こす可能性のある伝染性の物質を扱う場合に要求される。BSL-3 グループに関する研究は禁

止する。BSL-3 の生物例はブルセラ菌、チフス菌、ペスト菌 

 

BSL-4  

人・動物・植物にしばしば治療不能なまでに重篤な病気を引き起こす生物および生物由来物質を含んで

いる。BSL-4 の封じ込めは致死性の病気の高いリスクをもたらす危険な外来性の物質を扱う場合に要求

される。BSL-4 グループに関する研究は禁止する。 

 

 

 


