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インド型を中心に新型コロナウイルスの変異株の感染拡大が懸念されているが、免

疫学の専門家である宮坂昌之・大阪大学名誉教授はその全体像はおおよそ見えている

と言う。人間は自然免疫と獲得免疫の二段構えでウイルスから防御しており、獲得免

疫では抗体だけではなく、ヘルパーT 細胞もキラーT 細胞も大事な働きをしている。

今回開発された mRNA ワクチンには、この自然免疫よりも高い有効性があり、その効

果は感染予防、発症予防、重症化予防の“3 本の矢”をそろえている。さらに免疫反

応では、ウイルス表面にある幾つかの目印を認識して抗体を作る。変異によって一つ

の目印に対して抗体が結合できなくなっても、ほかの抗体は結合できるので、変異ウ

イルスを排除できる可能性が高い、と述べる。 

 

司会 元村有希子企画委員（毎日新聞論説副委員長） 
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司会＝元村有希子企画委員（毎日新聞論説副

委員長） 本日は、大阪大学免疫学フロンティ

ア研究センター招へい教授で、大阪大学名誉教

授でもいらっしゃいます宮坂昌之さんにリモ

ートでお話を伺います。 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、

変異株の拡大が注目を集めています。きょうは、

日本の免疫学の第一人者でいらっしゃる宮坂

さんに、これまで分かってきた新型コロナウイ

ルスの変異株の実態、それから感染の機序、そ

してワクチンの有効性などについても、最新の

知見を基に解説していただこうと思っていま

す。 

司会は、日本記者クラブ企画委員で、毎日新

聞論説委員の元村有希子が務めます。 

まず宮坂さんに 1 時間ほどお話しいただき

ます。その後、オンラインで参加されている皆

さんからの質問にお答えいただきます。 

なお、日本記者クラブでは、感染防止のため

に、会場に記者席を設けず、Zoomを使ってライ

ブ配信をしています。 

質問は 2つの方法で受け付けます。直接発言

して質問したいという方は、Zoom 画面の下の

ほうにある手のマークのボタン、挙手マークを

押してください。そうでない方は、Q&Aから質

問を書き込んで送ってください。 

それでは、宮坂さん、よろしくお願いします。 

宮坂昌之・大阪大学免疫学フロンティア研究

センター招へい教授、大阪大学名誉教授  

本日は、「新型コロナウイルスの変異株とワ

クチンの作用機序、効果」という題でお話をさ

せていただきます。 

1年間に変異するのは 3万塩基中の 24塩基 

（スライド 2） 

皆さん、よくご存じのように、SARS-CoV-2、

新型コロナウイルスの氏、素性というのはほぼ

明らかになっています。ベータコロナウイルス

属の中にある B 系統の中に新型コロナウイル

スがあって、その近傍には、4種類の季節性ヒ

トコロナウイルス、普通の風邪ウイルスである

Human coronavirusがあります。それから SARS

ウイルスあるいは MERS ウイルス、コウモリの

ウイルス、センザンコウのウイルスなどが近縁

関係にあります。 

（スライド 3） 

新型コロナウイルスは、すでに単離されてい

て、塩基配列、アミノ酸配列は全て明らかにな

っています。塩基配列は、約 3万個の塩基が並

んでいて、その途中にスパイクタンパク質をコ

ードする領域がある。アミノ酸配列でみると、

スパイクタンパク質は約 1,200 アミノ酸残基

からなり、その中に S1 サブユニットと S2 サ

ブユニットがあります。そのうちの“Receptor-

binding domain（RBD）”と呼ばれる部分が人の

細胞との結合に最も大事なところで、現在問題

になっている変異株の多くは、この Receptor-

binding domain の辺りに変異が入っているこ

とが現在の問題です。 

（スライド 4） 

変異がパンデミックの原因になるわけです

けれども、ウイルスの変異というのは、ウイル

ス遺伝子が増幅する時に、いわゆるコピーミス

が起こることで生じます。ただし、新型コロナ

ウイルスには、変異ができても修復する機構が

あるので、変異の度合いは決して高くない。こ

れはインフルエンザウイルスや HIV ウイルス

との一番大きな違いです。 

1年間でみると、1つのゲノム当たり 24塩基

の変異、すなわち 1か月に 2個ぐらいの変異が

入る。とは言え、ウイルスゲノムの大きさは 3

万塩基対ですから、そのうちの 1か月に 2個変

異が入っても、大きな変異には通常はならない

わけです。 

（スライド 5） 

これは新型コロナウイルスの系統図ですけ

れども、中国でウイルスが見つかってから、

様々な子孫がどんどん分かれていっているの

が報告されています。これまでに、おそらく 1

万種類にもなると思いますけれども、変異が報

告されています。 

そのおのおのの変異について、世界各地でど

のぐらいの割合ではやっていて、それがどこか
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らどこへ移ったのかということも現在明らか

になっています。 

ただし、これまで調べられているのは、全体

の 5％ぐらいですが、全体像はおおよそ見えて

いると私は考えています。 

マスクに加えて送風・換気が重要 

（スライド 6） 

復習ですけれども、感染症経路は、当初は飛

沫と接触だと言われていたのですが、いまは飛

沫が主たる経路と考えていいと思います。1ｍ

から 2ｍ以内で落ちてしまう大きな飛沫と、現

在、変異株の流行とともに問題になっているの

が、マイクロ飛沫、「エアロゾル」です。5ミク

ロン以下の数メートル離れたところで漂った

まま存在するマイクロ飛沫です。 

大きな飛沫もマイクロ飛沫も、現在、どのよ

うなマスクがどの程度吸い込みや吐き出しを

抑制できるかが分かっていますけれども、どの

マスクも、マスクの防御効果は完全ではない。

特にマイクロ飛沫、小さな飛沫に関しては、フ

ェイスシールドは全く効果がないということ

が分かっています。特にマイクロ飛沫の吸い込

みは、フェイスシールドでは抑えられませんし、

不織布マスクでも、マイクロ飛沫は侵入してき

ます。 

そういうことを考えると、京都大学の宮沢孝

幸先生が言っていた「マスクすれば満員でも問

題ない」などというのは誤りで、「マスク＋十

分な送風・換気」がないと駄目です。特に変異

株の流行の下では、「送風・換気はマスト」で

あるというのが現在の大事なポイントだと思

います。 

（スライド 7） 

では、どうしてこのウイルスがわれわれに取

りついてしまうのか。ウイルス粒子の表面には

スパイクタンパク質があります。スパイクタン

パク質が鍵だとすると、ヒトの細胞の表面には

ACE2 という鍵穴、ウイルス受容体が存在しま

す。この結合が起こったときに、ウイルスは細

胞の中に侵入し、増えたときが感染という状態

になるわけです。 

ウイルス 1 個の上には 100 本ぐらいのスパ

イクタンパク質が突き出ていて、受容体のほう

は、主に肺の上皮細胞に多量に存在するために、

肺炎を起こす。ただし、個人差はありますけれ

ども、口腔粘膜、鼻腔粘膜の上皮細胞、さらに

は血管内皮細胞や脂肪細胞にもこの受容体が

存在しますので、感染がひどくなると、こうい

うところにも感染が及んでくるということに

なります。 

問題は感染の進み方です。ウイルスは 10 分

で細胞の中に入ると考えられています。1個の

ウイルスが細胞内に入ると、約 1,000個になっ

て放出され、それには約 10 時間かかります。

そして、10時間後には、1,000個のウイルスが

放出され、その周りの 1,000 個の細胞に感染が

及ぶわけですから、1,000 個の細胞がさらに

1,000 個ずつウイルスを生み出すという形に

なり、1,000の 1,000倍、そのまた 1,000倍と

いう形でウイルスはどんどん増えていくこと

になります。 

（スライド 8） 

ところが、私たちの体には、簡単にはウイル

ス感染を起こさせないメカニズムがあります。

ここに一般的なウイルス感染に対する細胞の

反応を示します。細胞の中にウイルスが侵入し

てくると、それに対してⅠ型インターフェロン

というサイトカイン（生理活性タンパク質）が

作られます。これが典型的な抗ウイルス活性を

持つサイトカインです。 

インターフェロンは細胞外に放出され、自分

の細胞に働くとウイルス抵抗性となります。一

方、まだ感染していない細胞に働くと、その細

胞がウイルス抵抗性となります。 

そういうことから、インターフェロンがきち

んと分泌された場合には、細胞はウイルス抵抗

性となり、ウイルスが増えにくい状態ができて

くるわけです。 

インターフェロン産生を抑えるのがコロナの特徴 

（スライド 9） 

ところが、新型コロナウイルスで困ったこと

は、新型コロナウイルスが細胞の中に入ってく
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ると、なぜかⅠ型インターフェロンがうまく作

られない。そのために、細胞外に放出されるイ

ンターフェロンの量も少なくて、その結果とし

て抗ウイルス作用を及ぼすことができないの

で、ウイルス感染がどんどん進んでしまう。イ

ンターフェロンがうまく働かないということ

がベースにあって、感染が拡大するという点が、

このコロナウイルスの大きな特徴なのです。 

なぜこのウイルスが、インターフェロン産生

を抑えることができるのかが、最近かなりよく

分かってきました。 

ちょっと複雑な図ですが、細胞の外からコロ

ナウイルスが細胞の中に入ってくると、例えば

この図では二重鎖の RNAが出ています。これは

一重鎖の RNAでも反応を起こします。ウイルス

RNAが細胞内で増えると、体の中の細胞の中の

様々な分子を活性化して、最終的に活性化され

たものが核の中に入って、インターフェロンの

産生を促します。 

このインターフェロンは細胞外に放出され

て、自分の受容体、あるいは他人の細胞の受容

体に結合して、今度は炎症性サイトカインとい

うインターロイキン 6 などの生理活性物質を

作らせ、このために炎症がどんどん進むことに

なります。 

ところが、ウイルスが細胞内で増えると、こ

の図にある「nsp13」とか「nsp6」とか「ORF」

などのウイルスタンパク質が作られ、これらの

タンパク質が、それぞれのインターフェロン産

生に必要な分子の働きを抑制してしまうので

す。 

その結果、コロナ感染細胞の中ではインター

フェロンの産生が抑えられてしまう。インター

フェロンというのは自然免疫に最も重要なサ

イトカインですから、これは自然免疫が抑えら

れる原因になるわけです。 

さらに、もしインターフェロンが作られたと

しても、ウイルスが作る様々なタンパク質が、

インターフェロン受容体の下流の働きを止め

てしまい、インターフェロンのシグナル伝達が

抑制される。すなわち、これも自然免疫を抑え

ることにつながるわけです。 

以上から、ウイルス感染が起こるとインター

フェロンが働かないといけないのですが、この

最も大事なところをコロナウイルスは抑える

能力を持っていることになります。 

それとともに最近分かってきたことは、コロ

ナウイルスに感染して、症状がないか軽くて済

んでいる感染者と重症化した人を 2 群に分け

て、その違いが何にあるのかを調べてみると、

重症者のみにおいて、その 10％ぐらいですけ

れども、何とインターフェロンに対する自己抗

体を作っている人がいる。この自己抗体という

のは、無症候者と軽症者ではみられませんし正

常者でもみられないので、おそらく感染によっ

て誘導されたと考えられます。 

そうすると、その抗体はインターフェロンに

結合してインターフェロンの働きを止めてし

まうわけですから、結果としてインターフェロ

ンが機能しなくなる。すなわち、これも自然免

疫反応を抑えることにつながるわけです。 

こういうことがおそらくこの病気の大きな

特徴である無症候性感染の背景にある。インタ

ーフェロンというのは、例えばわれわれが風邪

を引いたときに風邪症状を起こす大事なサイ

トカインです。鼻詰まりをする、喉が痛くなる、

寒気がする、そういうところの発端がインター

フェロンの産生ですから、インターフェロンが

作られないということは、無症候性感染の一つ

の大きな原因となる。 

それから、インターフェロンの働きが抑えら

れると、ウイルスが過剰に増えてしまうので、

それが免疫反応の暴走、サイトカインストーム

につながる。これにはウイルスによるインター

フェロン産生抑制が大きく関係していると考

えられています。 

高齢者が重症化する背景 

（スライド 10） 

このことが、おそらく 50 代を超えると重症

化率、死亡率がぐんと高くなるということに大

きく関連していると思います。これは国立国際

医療センターの忽那賢志先生が作られた図を

一部お借りしています。50歳代と 60歳代では
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重症化率に大きな差があります。死亡率に関し

ては、インフルエンザと比べると、60歳以上の

方は 50 歳代より数十倍死亡率が高いという状

況が起きています。 

重症化率だけみても、例えば 30 歳代の方を

1 倍とすると、50 歳代で 10 倍、60 歳代で 25

倍、70歳代で 47 倍、80 歳代は 71倍と、どん

どん重症化率が上がっています。 

これはなぜかというと、お年寄りはもともと

インターフェロンの産生能が非常に低いので

す。そこにコロナによってインターフェロンが

抑えられるわけですから、さらにウイルスの増

殖がひどくなる。そこに基礎疾患があると重症

化のリスクが高くなる。例えば、慢性閉塞性肺

疾患（COPD）や慢性腎臓病、糖尿病のような疾

患は、ベースに慢性炎症、つまり体の中で弱い

炎症が持続的に起きていますから、炎症性サイ

トカインがたくさん作られている。しかし、イ

ンターフェロンの産生はうまく起きていない。

そのうえにコロナウイルスが入ってくるわけ

ですから、さらに重症化が増すことになります。 

ただし、大事なポイントは、これらの病気で

もきちんと治療をして、コントロールされてい

れば、決して重症化のリスクが上がるわけでは

ありません。 

（スライド 11・12） 

これに関連してよく言われるのが、「新型コ

ロナはインフルエンザ程度の病気なのか？」と

いう疑問です。例えば若い人ではほとんど亡く

なる人も重症化する人もいない。ただし、これ

は年齢によって大きく答えが違います。若い人

たちにとっては、おおむねインフルエンザ程度

ですけれども、高齢者にとっては全く違う病気

なのです。特に変異株が出現している現在では、

コロナとインフルエンザは全く別物と考える

べきです。 

（スライド 13） 

新型コロナウイルスの感染が起こると、1つ

の細胞からたくさんのウイルスが出芽して、外

に放出されて、次の細胞が感染をする。このプ

ロセスが、先ほどお話ししたように、ウイルス

の細胞内侵入はわずか 10分ですが、10時間後

に 1,000 倍、1,000 倍、1,000 倍のゲームが起

きていくわけです。ここで、初期増殖がインタ

ーフェロンによって止まらないと、このウイル

スがどんどん高齢者の場合には増えていくこ

とがお分かりいただけるかと思います。 

PCR検査が持つ問題点は 

（スライド 14） 

このときに、PCR検査をして感染者をみつけ

るのですけれども、いまだによくある議論とい

うのは、「PCR 検査は感染者をみつけているの

ではない。あれはウイルスが喉についているの

をみつけているだけだ」という議論があるので

すが、あえてそのことについて触れたいと思い

ます。 

ご存じのように、確かに PCR検査というのは、

ウイルス粒子をみているのではなくて、RNAを

抽出して、それを DNAに変換して、さらに PCR

で増幅して、プライマーで増幅して、日本です

と 40回、台湾ですと 35回増幅した、最後のと

ころをみているわけですので、問題点というの

は確かにある。 

1番目が、よく言われる、プライマーがおか

しいのではないか、ということです。今回の第

3波、第 4波は、プライマーが間違っているた

めに、感染者じゃない人をつかまえているんだ

という議論があります。けれども、そんなこと

はなくて、他の疾患との見分ける PCR の能力、

特異性は、100％ではないものの、ほぼ 99.9％

です。医学的にはこんなに高い検査はほかに存

在しません。プライマーは、幾つものグループ

によって開発されたもので、間違ってはいませ

ん。 

ただ、問題なのは、感度があまり高くないこ

とで、7割ぐらいです。そのため感染後 2～3日

は陽性にならないということがあります。これ

については、後ほどもう一度説明します。 

それからもう一つのポイントは、確かにこれ

は遺伝子だけをみているので、感染性はみてい

ません。でも、大事なポイントは、感染初期で

は、PCR検体のほぼ 9割から感染性ウイルスが

検出されますし、この人たちはほぼ全員抗体を
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作るようになります。ですから感染をみている

ことは間違いないと思います。すなわち、初期

では、PCR陽性者のほぼ 9割 5分以上はウイル

ス感染者だと思って間違いありません。 

ところが、感染後期だと、PCR検体陽性であ

るものの、感染性ウイルスが検出されないこと

のほうがずっと多いのです。これは後でお話し

します。 

こういうことを考えると、PCR検査には非常

に大きな問題があるということが言えると思

います。 

（スライド 15） 

これは沖縄県立中央病院の高山義浩先生が

作られた図をお借りしますが、横軸に病気の症

状が発症したところを 0日として、そこから後

の日にちを示しています。縦軸は、PCR検査が

どれだけ陽性になるかということを示してい

ます。まず発症より前、数日間は感染していて

も PCR検査でなかなか陽性になりません。 

つまり、困ったことに、コロナウイルスは「発

症前に感染させる」という「武器」を持ってい

るために、感染拡大を防ぐのが非常に難しいと

いう問題点があるのです。 

そして、症状が出たときでも、PCRの陽性率

は一番高くて 8割ぐらいです。それがだんだん

下がっていく。大体 10 日で隔離解除になりま

すが、この時点で PCR検査をやると、3割から

4 割の人がどうしても陽性になってしまうの

です。でも、感染性のウイルスは出ていない。 

ここに書いてあるように、「ほとんどの二次

感染は発症 5 日まで」に起きて、「7 日以降は

感染力がほぼなくなってくる」。ところが、い

ま、PCR検査陰性を退院の条件に使っているも

のですから、患者さんが退院できなくて困って

いるのです。 

ですから、PCR検査というのは、非常に鋭敏

ではあるものの、いまお話ししたような問題点

がある。 

（スライド 16） 

さらに、日本では確かに PCR検査体制がいま

だに不十分です。したがって、希望時に検査を

受けられない。いま民間の検査センターなどが

ありますけれども、かなり怪しいところがたく

さんあります。そういう中で、では、単に検査

の数を増やせばいいのかという問題がありま

す。 

感染させるのは一部のスーパースプレッダー 

（スライド 17） 

多くの方がすでにこのデータをご存じだと

思いますけれども、例えば、私は大阪に住んで

いますので、大阪府民 900万人全員に PCR検査

をやったらどうなるかという仮定を作ってみ

ました。これは全くの仮定です。事実ではあり

ません。 

例えば人口の 1％が感染していると仮定し

ます。PCR検査の感度は 7割、特異性が 99.9％

とします。すると、900 万人の 1％なので感染

者は 9万人です。9万人の 7割が本当の陽性と

してみつかるので、PCR検査陽性者が6万3,000

人です。 

ところが、3 割見落とすので、2 万 7,000 人

が、感染しているにもかかわらず PCR検査で陰

性となります。これが偽陰性ですけれども、と

いうことは、2万 7,000人が安心して外出して

しまう。900万人全員に 1回 PCR検査をしても、

こういうことが起きるのです。 

一方、900 万人のうちから 9 万人を引いた

891万人は、全く感染していない人です。とこ

ろが、特異性で 0.1％間違いがありますので、

891 万人の 0.1％の 8,910 人は、感染ではない

にもかかわらず、「あなた、感染していますよ」

と言われて隔離されて、人権侵害を被る可能性

がある。すなわち、PCR 検査というのは、1 回

だけやっても、陰性証明にもならなければ、陽

性証明にもならない。 

だから、PCR検査は、例えばいろんなところ

に検査の場所を作って人数を増やしても、1回

きりの検査だったら、こういうことが起こるわ

けです。たくさんの人を調べれば調べるほど。

しかも、事前確率の低い集団にこういうことを

行うと、必ずこういう問題が出てきます。 

ですから、こういうことの対処法まで考えた
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うえでの検査だったら、私はやる意味があると

思いますけれども、そうでなしに、例えば勤め

先で、コロナにかかった後、「10日後に陰性証

明をもらってきなさい」と言われても、これは

ダメです。 

（スライド 18） 

コロナの大事な点は、感染者が例えば 5人い

ても、そのうちの 8 割の人は誰にも感染させ

ず、1，2割の人だけが複数の人に感染させると

いうことです。たとえば 5人の感染者のうち 4

人は誰にも感染させず 1 人だけが 10 人に感染

させたとすると、基本再生産は、0 人、0 人、

0 人、0 人、10 人を 5 で割るので、2.0。つま

り、1人当たり 2人にうつすということになり

ます。でも実際は、多くの人は誰にも感染させ

ず、一部の人だけが、これを「スーパースプレ

ッダー」と言いますけれども、感染させる。 

そうであれば、人にうつさない 4人は隔離せ

ずに、1人のスーパースプレッダーだけみつけ

て隔離できれば、感染拡大を防げるわけです。 

では、このスーパースプレッダーとはどうい

う人なのか。アメリカで分かってきたのは大量

のウイルスを吐き出す人です。例えば声の大き

い人、肥満度の高い人は、その傾向があると言

われていますが、今後の解析が必要です。 

しかし、もしもウイルス粒子の存在を数秒と

か 10 秒とかでみつけられるような迅速診断キ

ットができれば、スーパースプレッダーがお店

に入るとき、病院に入るところでつかまえるこ

とができるかもしれないわけです。 

（スライド 19） 

ドイツでは、訓練されたジャーマンシェパー

ドは、コロナ患者の汗を 94％の確率でかぎ分

けることができる。実際に、フィンランドのヘ

ルシンキ空港は、私は去年まで 5年間、向こう

の客員教授をしていたのですけれども、空港に

行ってみますと、コロナ探索犬がいて、彼らに

聞いてみますと、9割の確率でコロナ陽性者を

つかまえるそうです。 

実は、臨床的にパーキンソン病の患者さんに

は特定のにおいがあることから、“electric 

nose”というものができ始めているのです。で

すから、もしもコロナ用の electric noseがで

きれば、スーパースプレッダーをみつけられる

可能性がある。それもまんざらそう遠い話では

ないのかもしれないと考えています。 

免疫力は自然免疫と獲得免疫の総合力 

（スライド 20） 

ここまでが、いままで皆さんがお聞きになっ

てきたコロナに関する知識の復習みたいなも

のです。ここで、今度は目を転じて、われわれ

はどうやってこのコロナウイルスから体が身

を守っているのか。自然免疫とか獲得免疫とい

うのはどういうことなのかということについ

て、おさらいをしたいと思います。 

（スライド 21） 

まず、病原体が体の外から内側に入ってこよ

うとすると、そこには何層かのバリアが存在し

ます。特に、最初の一番外側にある物理的・化

学的バリア、これは皮膚や粘膜、そこに存在す

る殺菌性の物質ですけれども、これが病原体の

侵入を防ぎます。 

万が一ここに穴があいていると、その内側に

入ってくる。そうすると、今度は白血球が待っ

ていて、その中に、食細胞、ウイルスを食べる

細胞がいますので、ウイルスを食べて退治しよ

うとします。 

この 2つのメカニズムが、われわれが生まれ

つき持っている機構ですので、自然免疫機構と

いいます。ウイルス侵入からわずか数分で働き

出します。ただし、一度みたものを覚えていな

い、とこれまでは言われていたのですけれども、

現在は、自然免疫にもある程度の記憶があると

考えられています。 

この自然免疫でウイルスを追い払うことが

できず、その内側の層にまでウイルスが入って

くると、今度は白血球の中でもリンパ球が待っ

ていて、Bリンパ球が抗体を作ってウイルスを

殺そうとします。T リンパ球の中でもキラーT

細胞、キラーTリンパ球というのは感染細胞を

見つけ出して直接殺します。 

この反応は、生後、感染とともに発達してき

ますので、獲得免疫機構、あるいは適応免疫機
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構とも呼ばれます。反応は、フルに働くのには

1 週間かかるので、やや遅く、1 回目の病気は

なかなか防げないけれども、一度みたものを覚

えていますので、2回目からの感染を防ぐこと

ができる。 

すなわち、私たちの体は、自然免疫と獲得免

疫の二段構えで防御している。それがゆえに、

ウイルスに出会っても容易には感染しないの

だ、ということが大事なポイントです。おそら

くこの新型コロナウイルスですと、100 個や

200 個吸い込んでも感染しないだろうと思わ

れます。 

（スライド 22） 

このことを、もう一度、ちょっと違う形でお

示しします。個体がウイルスに曝される、ある

いはこの方がワクチン接種を受けると、最初に

起こることが自然免疫の活性化です。これが起

きて初めて獲得免疫の活性化が起こります。必

ず自然免疫が活性化され、次に獲得免疫が動き

ます。自然免疫が活性化されるとインターフェ

ロンが作られ、インターフェロンが食細胞を活

性化してウイルスを殺すわけです。 

次に、自然免疫により作られた種々のサイト

カインが獲得免疫の細胞を刺激して、例えばヘ

ルパーT細胞を活性化します。この細胞が獲得

免疫の司令塔ですので、ヘルパーT細胞は、自

分の兄弟である Bリンパ球に「早く抗体を作っ

てウイルスを殺してください」という司令を出

します。 

一方、同じ細胞、ヘルパーT細胞は、同じく

自分の兄弟であるキラーT細胞に「ウイルスが

侵入していますよ。感染細胞をみつけ出して殺

してください」という司令を出します。 

この 4 種類の細胞が順番にうまく働いてく

れると、完全にウイルスを排除することができ

る。マスコミの皆さんがよくおっしゃっている

ように、決して抗体だけでウイルスを排除して

いるわけではありません。 

確かに、自然免疫が強い人は、自然免疫でも

ウイルスを殺すことができます。この場合には、

うまくいけば抗体を作らずにウイルスを排除

できるわけですけれども、そんなことができる

人は、おそらく 1割以下だと思います。ほとん

どの人は、ウイルスが入ってくると、抗体を作

ります。 

ただし、抗体を作れない人、中和抗体を作れ

ない人、先天的にそういう人がいるのですけれ

ども、その方でもコロナになっても治って、ピ

ンピンとしているという報告がイタリアから

2例あります。ということは、抗体がなくても、

ほかの細胞がうまく働けば代償できるという

ことです。 

そして、獲得免疫では、抗体だけではなく、

ヘルパーT 細胞もキラーT 細胞も大事です。と

ころが、なぜか日本の新聞では、抗体の話だけ

で、T 細胞の話はほとんど出てこないのです。 

繰り返しになりますけれども、体の抵抗力、

免疫力というのは、自然免疫と獲得免疫の総合

力であって、決してどちらかではない。例えば

自然免疫が強い人はウイルスを殺すから、日本

人はこれでウイルスを排除しているんだなど

と、私から言わせるといい加減な説があります

けれども、決してそんなことはありません。 

日本では集団免疫は形成されない 

（スライド 23） 

このウイルス感染の一番大きな特徴は、年代

によって感受性が違うことです。その多くの理

由は、インターフェロンに原因があると言いま

した。第 1波、第 2波、第 3波、いま第 4波が

来ていますが、どの波においても 20 代の感染

者が圧倒的に多い。ぐんと少ないのが 10 代未

満なのです。 

20 代で感染が多いのはウイルスに曝露され

る機会が多いのだと思います。彼らは活動性が

非常に高いので、どうしても曝露をする頻度も

量も多くなってしまう。これが一番感染しやす

い理由だと思います。 

一方、かかっても、なぜ重症化率が低いのか

というと、先ほどお話ししたように、Ⅰ型イン

ターフェロン、抗ウイルス性のインターフェロ

ンの産生能が高齢者よりずうっと高く、さらに、

獲得免疫の能力も高いので、免疫力の総合力が

若い人は高い。こういうことがこの病気の大き
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な特徴を形成していると考えます。 

（スライド 24） 

では、ウイルスに感染すると免疫が起こるの

なら、われわれは感染を待っていたら集団免疫

ができるんでしょうか、という話になります。 

私の答えはノーです。なぜかといいますと、

日本ではそこまでウイルス暴露の機会がない

のです。この点、日本人がこれまでどのぐらい

新型コロナウイルスにさらされているのかを

調べるために、厚労省が、抗体保有者の割合を、

2020 年 6 月と 12 月、そして 2021 年 3 月に、

東京、大阪、宮城で調査しました。その結果、

どこをみても非常に低い。東京でも、抗体陽性

者が 100人に 1人程度なのです。抗体というの

は、できても半分ぐらいの人は減ります。です

から、もうちょっと多い人が感染している可能

性はあると思いますけれども、でも、感染者の

ほとんどに抗体ができますから、抗体陽性率は

これまでに感染したおおよその累積を見てい

るはずです。 

それから、PCR検査でみると、日本の人口が

1 億 2,000 万人で、PCR で見つかった累積感染

者は約 60 万人。ということは、1 億 2,000 万

の 60 万ですから、現時点までで感染した人の

割合は、1,000 人に 5～6 人くらいなのです。

検査が足りないから、例えば数倍落ちているか

もしれませんけれども、2 倍しても 100 人に 1

人、やはり、このくらいの数字なのです。 

ですから、私は日本人の新型コロナ曝露率は、

100人に、よくて数人と低いのだろうと考えて

います。すなわち集団免疫が形成されようがな

いということになります。 

（スライド 25） 

ですから、この質問の答えは明らかで、集団

免疫ができるのを待っていたら感染は収まる

かというと、日本ではそれはない。ノーです。

高齢者で感染が起こったら、高齢者は亡くなる

ことが多いので、スウェーデンやイギリスで起

きたようなことが日本でも起こり得る。 

この両国は、感染者が出始めたときに、行動

制限や外出制限をせずに、「社会に感染が広が

ってもよい」としたわけです。そのために、高

齢者施設で感染が起きて、重症化して、多くの

高齢者が亡くなった。 

どのくらい亡くなったかというと、4月末で、

100万人当たり、スウェーデンは 1,400人です。

この数、アメリカやイギリスと変わりません。

ところが、その隣国であるフィンランド、ノル

ウェーは、社会に感染が広がってもいいとは考

えずにロックダウンをしました。学校も休校し

ました。死亡率はほぼ 10分の 1です。 

日本はどのくらいの数字かというと、これは

ちょっと前の数字で、いまは 100人に近いとこ

ろに来ていますが、日本は幸い緩い行動制限を

し、休校は一時だけです。でも、こういう低い

死亡率です。集団免疫がないにもかかわらずで

す。 

抗体の中の“善玉抗体”の量が重要 

（スライド 26） 

次に、マスコミの皆さんがおっしゃる、抗体

ができれば本当にいいのかということについ

て、ちょっとお話ししたいと思います。 

私は、かねてから、「抗体には善玉、悪玉、

役なしの 3 種類がある」、人間の世界と一緒で

ある、というお話をしています。 

（スライド 27） 

「善玉」とは何かというと、ウイルスを殺す、

不活化できる抗体です。「悪玉」というのは、

病気を悪くする抗体。「役なし」というのは、

どちらの機能も持たない抗体である、そして、

抗体はこの 3種類からできている。 

ただし、多くのウイルス感染の場合には、感

染前と感染後で、抗体がどのぐらいできている

かをみますと、たくさん抗体ができていて、そ

の多くは善玉抗体です。こういう場合には、抗

体ができたために病気から治る。一方で、エイ

ズの患者さんの場合には、感染後に抗体がたく

さんできていますけれども、役なし抗体ばかり

で、中和抗体はほぼできません。悪玉もあまり

できない。こういう場合には病気は治りません。 

あるいは、ネコのコロナワクチンが作られて、

ワクチンを打ったネコをみると、たくさん抗体

は作られているのですけれども、打ったネコは
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病気が悪くなるという現象が起きています。悪

玉抗体ができてしまったのです。 

つまり、血中に存在する抗体の量だけみても

だめだということです。本来は、善玉抗体、中

和抗体の量を測らないといけないのですけれ

ども、いまだに日本では、一部の研究室でしか

善玉抗体が測れない。民間の検査機関は測れま

せん。これは非常に困ったことです。 

この状態をコロナで考えると、コロナで抗体

ができて治る人は一番左の善玉抗体を作りや

すい人です。一方、抗体は作るけれども、役な

し抗体を作るエイズタイプの人は、なかなか治

らない人です。あるいは、運悪く悪玉抗体を作

る人は、病気が悪くなる人、こういう言い方を

することができるかと思います。これは抗体だ

けみればという話です。 

ただし、抗体が全てではないということも大

事なことです。 

（スライド 28） 

回復した人には中和抗体が確かに多いので

すが、その人の抗体すなわち、回復者血清を移

入したら治療効果があるのでしょうか。 

これはトランプ大統領が非常に気に入って

勧めた方法ですが、最近、アメリカ医師会雑誌

（ JAMA ： Journal of American Medical 

Association）に出たメタ解析の結果では、回

復者血漿を受けた 1,060名は、プラセボ（偽薬）

の投与群と比べて、生存率にも臨床的パラメー

タにも有意な変化はみられなかった。 

これはどういうことかというと、回復者血清

には確かに中和抗体が入っているのですけれ

ども、おそらくそれ以外のものが混在している

可能性が一つ。もう一つは、抗体だけでウイル

スを排除しているのではなくて、先ほど何度か

お話しした T細胞が重要なために、抗体だけ入

れても治りが悪い。あるいは、そこに悪玉抗体

が入っていたら、何をしているか分からなくな

る、こういうことになっているのではないかと

私は考えます。 

（スライド 29） 

それから、最近、交差免疫が議論されること

があります。風邪コロナなどのよく似たコロナ

によって感染すると、新型コロナにかかりにく

くなるのではないかとか、あるいは逆に悪くな

るのではないか、両方の意見があります。現在、

アメリカでかなり広く調べられていて、ここに

ある、緑の「eCoV＋」というのは風邪コロナに

かかった人で、赤はかかっていない人です。コ

ロナにかかったときの生存率をみると、風邪コ

ロナにかかった人は、かかっていない人に比べ

てコロナ感染の場合、高い生存率を示す。重症

化しにくいということが示されています。これ

はアメリカのデータで非常にきれいです。 

ところが、右はフランスで子どもたちについ

て調べられたデータですけれども、風邪コロナ

にかかった子どもさんが新型コロナにかかっ

たときには、感染率も重症化率も変わらない。

つまり、アメリカの結果が再現されていません。

これが年齢の違いによるものなのか、場所の違

いによるものなのか、それとも、ほかの土地で

はこういうことが再現されないのか、あるいは

この結果も、アメリカの違うところでみればこ

ういう結果だったのか、分かりません。したが

って現段階では、風邪コロナに感染すると新型

コロナにかかりにくくならないのか、はよく分

かっていません。 

mRNAワクチンには“3本の矢”がそろっている 

（スライド 30） 

このときに大事なことは、感染症あるいはそ

れに対するワクチン、どちらでも一緒ですけれ

ども、一度病気になる、あるいはワクチンを打

つと、持続的な免疫を付与する病気と、そうで

はない病気の 2種類があるということです。 

例えば、一度病気になると、あるいは 2回ワ

クチンを打つと、20 年以上免疫が起こるとい

うのは、破傷風、風疹、おたふく風邪、ジフテ

リア。子宮頸がんワクチンです。おたふく風邪

もそう。こういう 1群の病気はワクチンによっ

て病気を防ぐことができる。“ Vaccine 

Preventable Diseases（VPD）”と呼ばれる病気

の一群です。 

こういう病気が増えてほしいわけですけれ

ども、一方で、感染症にかかっても、あるいは
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ワクチンを打っても、長い免疫がつかない病気

がある。例えば肺炎球菌だと 5年、百日咳は 3

年、インフルエンザに至ってはワクチンを打っ

てもその半減期が 4 か月程度です。すなわち、

病気の中には、あるいはウイルスの中には、長

期の免疫を付与するものと、そうでないものが

ある。 

新型コロナはどちらなのか。自然感染の場合

にはおそらくインフルエンザに近い。というの

は、新型コロナウイルスは風邪コロナウイルス

とウイルス学的に非常によく似ていて、免疫学

的なパラメータもよく似ています。ですから、

インフルエンザタイプの免疫しか起こさない

可能性が高いと思われていたのですが、一方で、

非常にいいニュースがあります。今回開発され

た mRNA ワクチンには、この自然感染をはるか

に凌駕する高い有効性があり、しかも高齢者に

効いている。その効果は、発症を予防するだけ

ではなく、感染も重症化も予防している。マス

コミの方はよく発症予防しているだけで感染

予防とか重症化は分からないということをお

っしゃるのですが、そんなことはありません。

mRNA ワクチンには必要な 3 本の矢全てがそろ

っています。そのデータをお示しします。 

（スライド 31） 

まず、これはイスラエルで起きた新型コロナ

の第 1波、第 2波、第 3波のデータです。第 3

波のときには、どんどん感染が増えましたが、

イギリス株による変異株の感染でした。このと

きに、ワクチンを打ち出したのですけれども、

1回のワクチン接種では全然止まらず、この間

にロックダウンしています。ロックダウンして、

2回目の接種が終わると、そこから 1か月足ら

ずの間に感染者が激減した。その結果、国民の

ワクチンの接種率がいま 6割、2回打った人が

6割ですけれども、感染者 1日 1万人いたのが、

わずか 300人に、死者 1日 101人が 2人に激減

しています。 

このデータをみると、発症予防をしているだ

けではなくて、感染予防もしているのです。発

症していない人も含めて PCR 検査を広くやっ

てみると、PCR陽性者が激減しています。それ

から、陽性になった人でも、Ct値（ウイルス遺

伝子断片を増幅するサイクル数）が大きく変わ

っていて、感染者体内のウイルス量が激減して

います。そして、死亡者も 1 月 20 日の 101 人

から 4 月 22日の 2 人と減っているということ

は、重症化、入院者が減っているからです。 

ということで、このワクチンは感染予防、発

症予防、重症化予防の 3つの働きを実際に示し

ているのです。 

ところが、いまだに新聞やテレビもそうです

が、厚労省のホームページにも、発症予防があ

るけれども感染予防と重症化予防については

分からないと書いてあるのです。もういい加減

にしてくれ、と私は思います。 

（スライド 32） 

これはモデルナのワクチンのデータです。フ

ァイザーでもほぼ同じデータが出てきていま

す。縦軸にウイルスを中和できる抗体、善玉抗

体の量を 10 をベースにした対数スケールで取

っています。横軸には、ワクチンを打った後の

日にちを取っています。そうしますと、2回投

与後にピークが来て、その値は 3つの世代とも

高い状態が長く続いている。18～55 歳では少

しずつ下がっていますが、このまま行ったら 1

年ははるかに超える。高齢者であっても、56～

70 歳でも、71 歳以上でも、若干の有意差はあ

るものの、抗体価はやはり高い。点線が最低限

あってほしい抗体価ですから、高齢者でもおそ

らく 1 年間は高い中和抗体価が続くであろう

と考えられます。 

ということは、このワクチンは、おそらく 1

年に 1 回打てば十分であろうということにな

ります。 

mRNAワクチンはなぜ効くのか 

（スライド 33） 

では、mRNA ワクチンがなぜ強い免疫反応を

起こすのか。これが大分、分かってきました。

大きく分けて 2つの理由があります。 

1 つは、mRNA に化学的な修飾を加えている、

ということが大きな原因です。 

もう一つは、mRNA が壊れないように脂質膜

の中に封入して、いわゆる Lipid nanoparticle
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（脂質ナノ粒子化）した、これが非常に大きな

理由です。 

まず、1番目の、mRNAに修飾を加えたという

のは、RNA の構成要素の uridine（ウリジン）

を N1-methyl pseudo-uridine（シュードウリ

ジン）という、似て非なる塩基に換えた。これ

をみつけたのは、現在マスコミで喧伝されてい

ますけれども、ハンガリーからアメリカに移住

されたカタリン・カリコさんという女性科学者

と、ドイツのバイオ医薬品企業・ビオンテック

の CEOのウール・シャヒンさん、トルコ系の男

性科学者です。mRNA に化学的修飾をすること

によって、RNA の翻訳効率が 10 倍ほど高くな

る。すなわち、RNAからタンパク質がたくさん

できるので、効率的な抗原刺激につながる。 

もう一つは、RNA自身が実は異物と認識され

るのですけれども、ウリジンをシュードウリジ

ンに換えることによって、自然免疫反応を回避

できる。そのために、過剰な免疫反応が起こら

ない。すなわちタンパク質がたくさんできて、

その効果が発揮される状況ができるというこ

となのです。 

さらに、できたスパイクタンパク質も、遺伝

子に塩基置換を入れることによって、元の立体

構造を保てるようにしたのです。そして、タン

パク分解を受けにくくしています。その結果、

スパイクタンパク質が安定化して、効率的な抗

原刺激ができるようになった。すなわち、入れ

た RNA がそのまま抗原となって体の中で読ま

れる仕組みがここにあるわけです。 

さらに、mRNA を脂質の膜に入れることによ

って RNAが壊れなくなった。RNAの転写効率が

上がるようになった。 

さらに、これは私が免疫学者として一番大き

な理由だと思っていることですが、脂質ナノ粒

子、つまり脂の膜に包まれたものはリンパ管に

直接入るのです。リンパ管の行き先は所属リン

パ節です。この所属リンパ節はまさに免疫が起

きてほしい免疫の砦です、ここに抗原が直接デ

リバリーされるわけですから、なぜ強い免疫反

応が起こるのかよく分かると思います。 

さらに、そこにいる樹状細胞が大事な抗原を

取り込んで、ヘルパーT 細胞やキラーT 細胞を

誘導して B細胞を刺激する。全てが所属リンパ

節で起こるというのが、このワクチンの――お

そらくノーベル賞になると思いますけれども

――大きな理由なのです。 

（スライド 34） 

それをもう一回図で示しています。このワク

チンは、アジュバント（免疫増強物質）を一切

使わずに強い免疫反応を起こします、これはワ

クチンでは最大の利点です。 

例えば腕に注射を打つと、脂質ナノ粒子を筋

肉注射しますので、このワクチン成分がリンパ

管に入る。局所からも樹状細胞が動いてきます

ので、この所属リンパ節の中にワクチン成分が

入る。そうすると、所属リンパ節にワクチン成

分が移動するのと、樹状細胞も局所から移動し

てきますから、所属リンパ節の中で非常に強い

免疫刺激が起こるので、リンパ節が大きく腫れ

るという現象がみられます。 

最近、ワクチン接種者の女性の方が乳がんの

転移をしたのではないかと言って、お医者さん

に行って、単なるワクチンによって刺激された

リンパ節だった、大したことなかったという話

が幾つも報告されていますけれども、こういう

ことが起こるのです。 

その後、リンパ節でヘルパーT細胞もキラー

T細胞も活性化される。「濾胞（ろほう）」と呼

ばれる Germinal centerというところでは B細

胞が活性化されますので、結果として抗体がた

くさんできる。そして濾胞の周囲ではヘルパー

T 細胞・キラーT 細胞も増える。免疫として起

こらなければいけない全てのことが所属リン

パ節で起こる。 

ほかのワクチンを打ちますと、なかなか所属

リンパ節だけに入らずに、全身に散ってしまう

ので、免疫集中が起こらないのです。ところが、

このワクチンは、見事な免疫集中が起こる。 

ファイザー・ワクチンはどう作られているか 

（スライド 35～37） 

では、このファイザーの mRNA ワクチンはど

うやって作っているのか。私もよく知らなかっ
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たのですけれども、ニューヨーク・タイムズが

非常に分かりやすい図を作ってくれたので、そ

れをお見せしたいと思います。 

コロナウイルスの表面にはスパイクタンパ

ク、とげとげがあるのですけれども、このとげ

とげを RNA の形でワクチンを入れているので

すが、実際は、最初に作っているのは DNAのプ

ラスミドなのです。プラスミドつまり DNAの二

重鎖のところに、コロナウイルスのスパイクタ

ンパク質をコードする DNA を入れておいて、こ

れを大腸菌に導入する。ですから、DNAから始

まっているのです。RNAではないのです。プラ

スミドを最初に作っておいて、これを大腸菌に

入れると、大腸菌の中で増え、これを大量に培

養する。300リットルの培地で 4日間培養する

と、プラスミドが増えて、これを回収してくる

わけです。 

そうすると、これは DNAで環状ですから、そ

こから直鎖状の DNAを切り出して、この塩基配

列は正しいかどうかを確認するわけです。ここ

で間違っていると全て間違えます。 

今度は、その切り出した環状 DNAを精製して、

塩基配列を確認して、これはアメリカでやって

いるのですけれども、ミズーリの工場からマサ

チューセッツとドイツの 2 つの工場に送るの

です。それをそれぞれの工場で、DNAから mRNA

を作るという転写反応をする。そうすると、1

つのバッチから 750 万本分のワクチンができ

る。すごいラージスケールオペレーションをや

っています。 

そして、その mRNA を精製して、塩基配列を

確認して、純度を確認して――これは二重鎖が

混ざっていると変な免疫反応が起こるので、二

重鎖を除かないといけない――それを今度は

ミシガンとミズーリの工場に送って、ドイツの

ものはベルギーの工場へ送る。 

そこで、mRNA を脂の膜の中に詰め込む封入

作業をします。そして不純物を除去して、滅菌

処理をして、バイアル（容器）に封入して、そ

れをまた 2 か所のアメリカの工場で品質チェ

ックを行う。そして、各地に輸送されて、解凍

されて接種される。全工程に 60 日間かかる。

でも、半分の時間は品質チェックだそうです。 

これが現在世界中に配られているものです

けれども、モデルナもファイザーも現在、変異

株のためのワクチンをすでに作っています。当

初の DNA プラスミドをオリジナルのスパイク

タンパク質のところに変異が入ったものにす

れば、あとは先ほどのプロセスを繰り返すこと

によって、変異ワクチンができるわけです。で

すから、変異型が来ても、このワクチンで対応

できるということになると思います。 

アストラゼネカ・ワクチンと血栓症 

（スライド 38） 

以上が mRNA ワクチンの話ですけれども、最

近ちょっと心配なのは、アストラゼネカのワク

チンを投与すると血栓ができるという報告が

あることです。その血栓というのはよく調べて

みると、いずれもが自己免疫性の血小板減少性

の血栓です。これまで心臓の手術をするときに、

ヘパリンという抗凝固剤を打つのですけれど

も、そうすると、非常に稀なことなのですが、

ヘパリンを打った患者さんが血小板減少症を

起こして血栓を起こすことが報告されていま

す。 

それはどういうことか。血小板では PF4とい

う凝固因子を作っているのですけれども、体の

中にヘパリンを入れると、ヘパリンと PF4の複

合体ができる。投与したヘパリンが血小板由来

の PF4に結合する。そうすると、なぜか特定の

人では、この複合体に対する抗体を作る人がい

るのです。自己抗体ができるわけです。そうす

るとこの自己抗体は血小板に結合するので、血

小板が活性化をされて、血小板がべたべたくっ

つくようになるので凝集をする。あるいは血小

板が壊れてマイクロパーティクルを作って、血

小板とともに血栓を作る。ここに血栓ができる

わけです。 

そうすると、逆説的なことに血液の中の血小

板が大きく減って、血栓ができる。それは自己

抗体が原因だということが分かってきたわけ

です。 

これが起きる頻度は非常に少ないのですけ
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れども、確かにある。ただし、分からないのは、

ワクチンにはヘパリンは入っていないわけで

すから、何かほかの構成成分が同じようなこと

を起こしているのだろうと思われるのですけ

れども、いまのところ、全く原因は分かってい

ません。 

困ったのは、ジョンソン・エンド・ジョンソ

ンのワクチンでもこのことが報告されていま

すので、おそらくアデノベクターワクチンの場

合には、極めて頻度は低くても、こういうこと

が起こるのかもしれない。 

（スライド 39） 

これはイギリスのガーディアン紙が、ワクチ

ンによって起こるベネフィットと、健康リスク

を年代ごとに比べたものです。この場合は 1万

人に 2 人が感染すると仮定して計算を行って

います。 

まず分かったことは、約 2,000万人が接種を

受け、そのうちの 79 人が血栓症を起こして、

19人が死んでいる。血栓症を起こした 79人の

うち 51人が女性で、3人が 30歳以下。若い人

でも起きているのです。 

コロナで重症化するリスクとワクチン接種

によるベネフィットとリスクを年代層ごとに

比べると、高齢の人たちはコロナで重症化しや

すいので、ワクチンを打つベネフィットは非常

に大きい。一方、血栓症を起こすリスクは、も

ともとあるうえに高齢者は副反応が比較的起

こりにくいということもあるので、明らかにベ

ネフィットのほうが大きい。 

ところが、年代がだんだん下がってきて 30

歳代以下になると、考えられるベネフィットと

リスクはあまり変わらないことになってしま

う。だから、30歳代以下は別のタイプのワクチ

ンのほうがいいだろう、というのが EU の結論

なのです。 

ただし、ここで気をつけないといけないのは、

ここで起きている血小板減少症は全てワクチ

ンのためだとしていますけれども、ワクチンを

打たなかった人でどのくらいの頻度で起きて

いるかが明らかにされていませんので、この計

算は若干難しいところがあります。また 1万人

に 2 人が感染するという前提をしていますが、

それよりももっと感染が多い地域ではワクチ

ンのベネフィットがここに示されているより

も高くなります。しかし、年代層によって、ど

のワクチンを使うかということは地域によっ

ては考えてもよさそうだなというのは、何とな

くヒントとしてあるかと思います。 

変異ウイルスにもワクチンは効く 

（スライド 40） 

最後に、変異が起こったら免疫反応はどうな

るのかについて、お話しします。 

これは先ほど使った図ですけれども、私たち

は免疫反応を起こすときには、ウイルス表面に

ある幾つかの目印を認識しています。その目印

というのは、スパイクタンパク質の特定の場所

にもあり、そこに抗体ができれば、感染を止め

てくれます。ところが、それ以外の場所にもい

くつもの目印があり、目印によっては抗体がで

きるとかえって感染が促進されたり、あるいは

何も起こらなかったりする。すなわち、どの目

印を認識するかが大事で、どの目印を強く認識

するかには個人差があるのです。 

 （スライド 41） 

ここでウイルスのスパイクタンパク質とヒ

トの ACE2 タンパク質（ウイルス受容体）との

結合状態を示します。最初に、スパイクタンパ

ク質はアミノ酸約 1,200 個からなっていると

言いましたが、イギリス型の変異や南アフリカ

型の変異は、スパイクタンパク質がヒトの

ACE2（受容体）の両者が会合するような部分に

変異が入っていることがわかります。これによ

って RBD の形が変わり、ACE2 との結合が強ま

り、感染性の増強につながっていると考えられ

ています。 

（スライド 42） 

何となく分かったような気がするのですけ

れども、もう少しよく考えてみましょう。これ

はスパイクタンパク質の拡大図です。このタン

パク質はアミノ酸 1,200 個ぐらいからなって

います。われわれは、こういうタンパク質を認

識するとき、このアミノ酸配列の上の 5～8 個
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の並び方をみて、「あ、これは自分と同じ配列

だ」とみた場合には自己になるし、「自分では

ない配列があるな」となったら非自己になる、

そういう見方をするのです。 

そうすると、アミノ酸が 1,200個もあるタン

パク質なのですから、免疫の目印は幾つもある

ことになります。決して 1 個や 2 個ではない。

おそらく数十から数百の目印があるはずです。 

私たちが抗体を作るときには、この目印を認

識して抗体を作るわけです。つまり、多数の目

印に対して私たちは反応するのです。決して、

変異だけに反応して抗体を作るのではない。ほ

かにも抗体を作っている。 

そういうことになると、例えばひとつの目印

に変異が入って、抗体が結合できなくなったと

しても、ほかの目印が全部残っているわけです

から、相変わらずウイルスを排除できる可能性

が高いということが言えるわけです。 

（スライド 43） 

これはよく新聞やテレビで使われる図です。

ウイルス表面のスパイク質上のこの目印に強

く抗体が結合すると感染性が失われるけれど

も、目印の形が変わってしまうと、抗体がうま

く結合できなくなるので、変異が起こると免疫

が効かなくなる、こういう図がよく新聞などで

描かれています。 

ところが、私から言わせると、そうではない。

スパイクタンパク質の大きな形は変わってい

なくて、その上に幾つもの目印がある。そのそ

れぞれの目印に対して抗体ができるわけです。

決して 1 種類の目印に対してのみ抗体ができ

るのではない。変異によって一つの目印に一種

類の抗体が結合できなくなっても、ほかの抗体

は全部結合できるわけです。ですから、ウイル

スが変異をしても何種類かの抗体が働いて感

染性は阻止できる可能性があります。 

すなわち、変異が入ってもワクチンは効くは

ずです。若干効果は下がるかもしれませんが。 

さらに、こういう決定基に対しては、T細胞

も目印として認識しますので、ワクチンはＴ細

胞を活性化して変異株にも一定の効果は示す

はずです。先ほど申しあげたように、抗体だけ

でわれわれはウイルスを防御しているわけで

はありません。 

（スライド 46） 

もう一つ、これは先ほどお示しした図の一部

ですけれども、ウイルスの粒子というのは、約

3万の塩基によってコードされている。そうい

ういろんなタンパク質を作ることによって一

つのウイルス粒子ができるわけです。ゲノムか

ら作られる mRNA をみてみると、スパイクを作

るもの、例えばエンベロープ（脂肪の膜）を作

るもの、マトリックスプロテインを作るもの、

ミクロプロテインを作るもの、全部別々の RNA

からできているのです。 

ウイルスには様々な部品があって、ゲノム上

の異なる領域からできてくるのですが、今のワ

クチンはスパイクタンパク質だけを抗原とし

ているので、スパイクタンパク質に対する免疫

反応だけが起きているわけです。 

ところが、T細胞というのは、スパイクタン

パク質以外のウイルスタンパク質も抗原とし

て認識できます。そして、コロナから回復した

人の T細胞をみると、いずれの部品に対しても

T細胞ができています。ということは、スパイ

クタンパク質だけをワクチンの抗原とするの

ではなくて、他の部品も T細胞用の抗原として

使えば、もっと有効なワクチンが作れるはずだ、

というのが私の主張なのです。 

HLA型の違いでは免疫力は下がらない 

（スライド 47） 

最後に、1つだけ話題提供です。最近、特定

の HLA（Human Leukocyte Antigen＝ヒト白血

球抗原）を持つ人はコロナに対する免疫が低下

しているのではないかという話がされていま

す。東京新聞が大きく扱っています。HLA-24と

いう特定の HLA型を持つ人は、カリフォルニア

やインドで流行している変異株が持つ L452R

という変異を認識する能力が低いのではない

かという話です。東大の佐藤佳先生グループの

お仕事です。しかし、私は、そんなことは起こ

りにくいであろう、と言っています。 

（スライド 48） 
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どういうことかというと、細胞にウイルスが

入ってくると、通常はウイルスが断片化されて、

それが自己の目印である HLAと結合して、細胞

の表面に、「あ、異物ですよ。ウイルスに感染

していますよ」という印が出る。キラーT細胞

はこれを目印にして感染細胞を殺すわけです。

すなわちウイルスが細胞に入ると、分解されて

断片ができ、HLAと結合して表面に、これが感

染の目印として現れるのです。キラーT細胞は

それを目印にするので、感染細胞だけを殺すと

いうことになるのですが、逆に言うと、ウイル

ス抗原を結合できる HLAを持たない人は、目印

を提示できないので、T 細胞が攻撃できなくな

る可能性がある、これが東京新聞が言っている

ことなのです。 

（スライド 49） 

ところが、HLAというのは、そんな単純な話

ではありません。少なくともクラスⅠとクラス

Ⅱという 2 種類の全く異なる遺伝子によって

幾つものHLA型がコードされます。HLAにはA、

B、C の 3 種類があって、そのそれぞれに何万

種類もの多型性があるのです。 

HLAのそれぞれは、父親からもらった HLAと

母親からもらった HLA が同時に発現していて、

その子どもたちは、それぞれのハプロタイプを

受け継いでいる。すなわち 4人の子どもができ

ると、そのうちの 1人は誰かと一緒ですけれど

も、5人目は誰とも違う、これは血液型でも一

緒ですが、こういう独特な遺伝の仕方をします。 

（スライド 50） 

そうしますと、特定の HLAを持たないと目印

を表示できないのではないかということです

けれども、そんなことはありません。なぜかと

いうと、HLAには A、B、Cの 3種類があるので、

Aが駄目でも、B、Cが働いて、目印を作ってく

れるはずです。A、B、C、3つなくなれば駄目で

すけれども、Aがおかしな型になっても、B、C

は正常型であれば反応できるはずです。そうい

うことを考えると、変異株ができたときに、特

定の HLA型を持つ人ではキラーT細胞の能力は

若干低下する可能性はありますが、完全に反応

性を失うようなことは起こり得ない。 

したがって、私は、特定の HLAを持つ人は免

疫能力が下がるというようなことは実際には

起こらないであろうと考えています。 

（スライド 51） 

最後に 1つだけ。ワクチン以外に、遺伝子か

ら作ったヒトモノクローナル抗体が重症化抑

制に非常に有効であるということが分かって

います。 

現在、2つの会社、イーライリリー、日本で

は中外製薬、ロシュ社が同様の抗体を作ってい

ますけれども、重症化を 7割から 8割抑制でき

る抗体が人工的に作られて、日本でも今年中に

おそらく使うことができるようになると思い

ます。 

（スライド 52） 

そういうことを考えますと、まず、mRNAワク

チンに関しては、感染予防効果、重症化予防効

果が非常に高いと思います。発症予防効果はも

ちろんです。 

安全性に関しては、これまでのものとあまり

変わらないと思います。 

アデノベクターワクチンも、一部血栓症のこ

とが言われていますけれども、年代を考えて使

えば有効性は高いと思います。接種年齢に考慮

が大事だということになります。 

mRNA ワクチンも、アデノベクターワクチン

も、変異株に対して、若干効果が弱まることが

あったとしても、必ず一定の効果は期待できる

と考えています。 

それから、いまはスパイクタンパク質だけを

抗原にしていますけれども、ほかに T細胞を刺

激できるような抗原をウイルスは持っていま

すので、そういうものをうまく使うと、新しい

ワクチンができる可能性があります。 

次に、ヒトモノクローナル抗体は重症化予防

に極めて有効で、現在は重症化予防に使われて

いるのですが、例えば家庭内で感染が起こった、

誰が感染したか分からない、そういうときに全

員に抗体を投与するという方法があります。そ

うすると、万が一感染していても重症化しませ

んから。 
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同じことが、アメリカでは高齢者施設で行わ

れています。すなわちヒトモノクローナル抗体

は、重症化予防だけではなくて、短期的な予防

法として使うこともできるということです。 

以上のことを合わせますと、私は、2回のワ

クチン接種が終了するまでは、全員ができるだ

け当事者意識を持つ。自分だけは関係ないので

はなくて、自分の身は自分で守らない限り守れ

ない、と考えています。 

＜ 質 疑 応 答＞ 

司会 宮坂さん、ありがとうございました。

まず、私から 2つほど質問します。 

最後のまとめにも、2回のワクチン接種が終

了するまでは自己管理を、というご提言でした

けれども、2回の接種がいつ終わるのかがちょ

っと分からない。むしろ騒動と言っていいよう

な状況になっています。この状況を、率直にど

うご覧になっていますか。 

宮坂 非常に当惑しております。といいます

のは去年の 11 月に、このファイザー社のワク

チンの有効性が発表された段階で、有効性は非

常に高いのは間違いないけれども、安全性がよ

く分からないということがあった。菅首相もそ

のことを非常に心配されて、日本で治験をした

ほうがいいのではないかとおっしゃるので、私

も、それはしたほうがいいということをお話し

申しあげました。 

当然、そのときにもう契約だけは済んでいる

のかと思っていたんですけれども、契約がすご

く遅れていて、いまに至ってしまったというと

ころがどうもあるようです。でも、実際は、遅

れてはいるもののかなりの数が日本に入って

きている。どこで止まっているかというと、都

道府県で止まっているんですね。ワクチン接種

が実施できない体制になっている。 

何でこんな簡単なことができないのだと思

われるかもしれませんけれども、これまでワク

チン接種が広範に行われてきたのはインフル

エンザだけなんです。それも、特定の季節にし

か感染が起こらないので、その季節に合わせて、

準備に準備を重ねてワクチン接種が可能にな

っている。 

ところが、今回の場合には、慌ててワクチン

ができるということになって、日本でも使わな

ければいけない、何とかオリンピックも来るし、

というようなところでバタバタの状態になっ

たわけです。これまでにやったことのない、歴

史上初めてのイベントを日本はいまやってい

て、なかなか思うように動かないというのもや

むを得ない、無理もない部分もあるなとは思っ

ています。文句を言うのは簡単なのですが、実

は大変な作業をやっているのです。 

日本特有の状況、すなわちデジタル化が遅れ

ているので、もっとデジタルをうまく動かして、

例えば予約の取り方ですとか、あるいは予約を

取らせなくても、お役所のほうで決めて、「は

い、あなた、受けに来てください」ということ

だってできるはずなのです。そういうことが全

くといっていいほどうまくいっていない。私が

当惑しているというのはそういうことで、予想

よりも全然うまくいっていないなと。ただし、

初めてのイベントではあるので、やむを得ない

部分もあるなという気持ちもあります。 

司会 それから、発表の中で幾つかの報道な

どを取り上げておられましたけれども、メディ

アの報道ぶりについて、何か注文なり意見がご

ざいましたら、お願いします。 

宮坂 メディアがコロナに非常に注目をし

て、皆さんにできるだけ多くのニュースを与え

ようとしているということは非常に結構なこ

とだと思いますし、敬意を表します。 

ただ、例えばワクチンの副反応のことが典型

例ですかね。副反応が起こると、非常に大きく

報道側がニュースにして、テレビや新聞に載せ

るわけですけれども、それがその後どうだった

かということはほとんど触れられないんです

ね。 

例えば、一つの例が、去年韓国で、インフル

エンザワクチン接種で短期間に 25 人の人が亡

くなった。これはその後、全部病理解剖をして

ワクチン接種との関連を調べたんですけれど

も、血栓もできていないし、出血もない。要す

るにワクチンが直接の原因ではないというこ
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とが一応明らかになったんですけれども、その

部分に関しては、日本は全く報道しないわけで

すね。ワクチンは怖いかもしれないという印象

を与えたままで終わっている。 

今回、当初、ノルウェーでファイザー社のワ

クチンを打った人に脳出血が出るという報告

があって、これも日本の新聞が大きく扱ったん

ですけれども、調べてみると、ワクチンを打た

ない人でも同じだけの数の人が脳出血を起こ

していた。その後、数をずうっと積み上げてき

ても、結局ワクチン接種者の数が増えたにもか

かわらず、脳出血の数は、比較対象であるコン

トロール集団以上に増えないということも分

かったんですね。 

同じことがアメリカで、2,300万人分の接種

の結果を CDCがまとめて報告して、そこでも生

命にかかわるような副反応の頻度は他のワク

チンと同程度であると言われているんですけ

れども、日本のマスコミは、そちらのほうはあ

まり報道しない。 

新しく血栓症が出てくると、血栓症のことを

報道する。これも大事なことなんですけれども、

血栓症も調べてみると、100万人当たり、数人

ぐらいの感じなんですね。数人だから起きてい

いとは、私は申しませんが、きわめて稀である

というのは大事な点です。 

特に、今回のような、特定の自己免疫性の副

反応が起こるということは、免疫学的に考える

と、特定の非常に稀な HLAを持っている人に起

こりやすいんじゃないかということが考えら

れますので、早くそういうことをみつけなけれ

ばいけないことは事実です。一方で、100万接

種に数回のリスクというのは、われわれが飛行

機に乗って死亡事故に遭うリスクとほぼ同じ

なんです。でも、どなたも「飛行機は危ないか

ら乗らない」とは言いませんし、あるいは車を

運転して、自分が死亡事故を起こす確率は、そ

の 10倍以上高いんです。 

そういうリスクに関しては何も言われない

のですけれども、ワクチンのことに関しては、

健康人が打つということはもちろん大きな事

実なんですが、一方で、車を運転するのも、飛

行機に乗るのも同じことなんです。でも、その

リスクは全然言わずに、こういうことがあった、

ああいうことがあったということだけを報道

されると、やはり国民の皆さんは心配のほうが

先に立ってしまう。この辺りは、ワクチンのベ

ネフィットというものがどのくらいあるのか、

そしてリスクと比べたときにどうなんだとい

う報道が大事だと思うんですね。 

それから、特定の疾患が観察された場合には、

打たなかった人でどれだけの頻度があるのか

ということもぜひ一緒に報道していただきた

いと思います。 

司会 オンラインでの質問です。「ワクチン

の接種を妨げる要因として、いわゆる陰謀論が

あります。ワクチンの中にマイクロチップが仕

組まれているなど荒唐無稽なものです。こうい

った耳を貸さない人々にどのように呼びかけ

ればいいか。専門家として、ノウハウでお気づ

きのことがありましたら」。 

宮坂 私は、そのような方々に対しては時間

を使わないようにしています。無駄だと思って

います。 

司会 なるほど。それを信じ込まないような

人たちにきちんと情報を届けるというのも大

事なことですね。 

宮坂 はい、むしろそこを言うべきでしたね。

時間を使うとすれば、むしろワクチンのことを

よくご存じない方、あるいは心配し始めている

方、こういう方々にどうやって正しい知識をお

渡しできるか。しかも、全てを説明する必要は

なくて、ワクチンの最も大事なところ、皆さん

が知りたいと思うことについて、分かりやすく

説明をする、そこに時間を使いたいと思ってい

ます。 

司会 次の質問です。「接種が順調に進めば、

感染、重症化が減少し、緊急事態宣言の必要が

なくなるような状態になりますか。その時期は、

オリンピック実施可能になる 7 月頃でしょう

か。年内でしょうか。来年でしょうか。見通し

を教えてください」ということです。 

宮坂 私は免疫学者であって、予言者、“易

学者”をやりたくないので、あまりお答えした



19 
 

くない質問ですけれども、あえて申しあげれば、

いままでのワクチンの他国での進捗状況をみ

たときに、2回接種がどこまで進んだときに感

染がぐっと減ってくるかというと、国民の 3割、

4割が 2回の接種を終えないとだめですね。そ

こから 5割を超えると、ぐっと下がってくると

いうのはどこも大体同じなのです。 

そういうことを考えますと、オリンピック前

に感染がワクチンだけで止まることはないと

思います。おそらくワクチンの効果が見えるの

はもう少し後で、下がってくるとすれば、今年

の後半。もう少し早いところから下がる可能性

もありますが、これはひとえにワクチン接種が

どれだけ広範に進むかということだと思いま

す。 

司会 集団免疫はワクチンでのみ得られる

というお話を受けますと、やはりワクチンが重

要ということがよく分かりました。 

次は変異株への対処についての質問です。

「感染性が上がった場合、8割の人は誰にもう

つさないとか、3密を回避しようとか、緊急事

態宣言解除はステージ 3が目安だとか、こうい

った従来のコンセンサスが揺らぐような気が

します。先生は、これまでと、対策上でどんな

変化、対応が必要だと思いますか」。 

宮坂 ありがとうございます。私がきちんと

説明できていなかったところ、ポイントを指摘

していだきました。 

例えば、先ほど 8割の人はうつさないと言っ

たのは、既存のウイルスの話です。問題は、今

回出てきているような変異株がどのぐらいそ

の状況を再現しているかということですけれ

ども、ちゃんとしたいいデータがありません。

なぜないのかというと、感染者が急増してしま

ったために、保健所の疫学的後追い検査ができ

なくなってしまって、誰が誰にうつしたのかと

いう調査がすごくおろそかになってしまった

んですね。そうすると、うつした人が誰で、う

つさなかった人が誰かということが出てこな

いので、残念ながら、変異株に関してはこのデ

ータがないのです。 

しかし、感染性が上がるということは、より

少量のウイルスを浴びても感染しやすいとい

うことですから、これまで 3密さえ避ければ良

いと言っていのたが、1密でもだめかもしれず、

せめて 1 密ぐらいはきちんと守る必要がある、

ということは感覚的には確かにそうです。 

例えばマスクにしても、いままでは二重にす

る意味なんかどのくらいあるかと私は思って

いましたけれども、今回のような状況になって

きますと、二重にして悪いことはありませんし、

人と話す距離もより長く取っていますし、でき

るだけ送風・換気の悪いところには行かないよ

うにもしています。 

そういうことから考えると、感染対策自体を

変えているわけではありませんけれども、より

慎重に対策を取っている。 

でも、変異株で一番大事なことは、きょうは

時間がなくて言えなかったんですけれども、こ

の国に入れないようにすることが一番大事な

んですね。日本はゲノム解析をして、どのくら

い入ってきたか監視策を取っています。でも、

入ってくるのを止めなければ、どんどん強い株

が増えていってしまうので、監視では変異株は

減らせないのです。 

インドから入ってくる分に関しては、インド

およびその周囲の国との人の動きを止めなけ

れば駄目なんです。あるいは入ってきた人を一

定期間隔離して、きちんと陰性だった人に動い

ていただくということをしなければいけない

んですけれども、ここが非常に中途半端になっ

ているので、日本は変異株対策、特に水際対策

ができていない。 

入った後のゲノム解析は、やらないよりやっ

たほうがいいです。新しい変異株がみつかる可

能性もありますので。でも、変異株を減らすた

めにはいくらゲノム解析をやっても何の効果

を持たないということを政府は理解すべきだ

と思います。 

司会 同じく、ワクチンについての質問です。

「アストラゼネカ社のワクチンは、英国型には

有効でも、ほかの型、南アフリカ、ブラジルな

どへの有効性は落ちるという論文があります。

また、先ほど血栓の感受性について、年齢層で
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の分析がありました。モデルナとアストラゼネ

カのワクチンがこれから承認されるという段

階ですが、今後のワクチンの使い分けをどうお

考えですか」。 

宮坂 それはファイザー、モデルナの配給状

況によると思いますね。十分来るんだったら、

アストラゼネカは慌てなくても、日本はバック

アップとして使うことはできますし、開発途上

国に持っていくこともできるわけです。作らな

いという手はないので、作るほうがいいと思い

ますし、第一三共やシオノギ製薬が作っている

ように、国産のワクチンもぜひ作ってほしいと

思います。 

アストラゼネカのワクチンの効果が、ブラジ

ル株や南ア株に対して若干低そうだという話

があるんですけれども、彼らは 3度目のワクチ

ン接種をすると、もっと効果が出るのではない

かと考えています。 

実はファイザーもモデルナもそうなんです。

若干変異株で効果が下がるんだったら、3度目

を打てばいいじゃないかということを言って

います。これは決して会社が販売量を増やした

いために言っているのではなくて、免疫学的に

もそれは正当性があるのですが、いまのデータ

だけで判断するのはちょっと難しいかなと思

っています。 

司会 関連の質問です。「5 月 4 日に宮坂先

生がフェイスブックで、日本人には接種量を減

らしてもいいのではと書かれていたのは、どう

いうお考えですか」。 

宮坂 実はもともとイギリスでワクチンの

量が足りなくて、感染者をコントロールできな

い中で、2回打つ人を増やすよりも、ともかく

1 回打った人を広く増やすほうがずっと感染

が抑えられるのではないかと。結果的にイギリ

スはそれに成功したわけです。 

そういうことから、日本でも 1回打つ人を増

やすほうがいいのか、2 回打つ人を増やすほう

がいいのかという議論があって、そのことにつ

いて、私がフェイスブックに私の意見を載せた

んです。 

もちろん 2回打つほうが絶対にいい。それは

なぜかというと、1回だと有効率が 60～70％し

かないですから、感染する人が出る。感染した

人は変異株になる可能性があるんですね。つま

り、前の株を逃れた株がつくわけなので、変異

株が起こりやすい状況を作ってしまうので、1

回接種よりは 2回接種を増やしたほうが、日本

のような感染者の少ないところでは有効だろ

うと思います。 

ただし、量をみてみると、インフルエンザワ

クチンがそうなんですけれども、子どもも大人

も同じ量を打っているんです。体重が 2倍の大

人でも、子どもと同じ量を打っている。という

ことは、子どもにしてみると、必要以上の量を

打たれている可能性があるんですね。 

私たちは自分で動物を免疫してみますと、ワ

クチンで 10 人中 10 人に免疫を起こしてほし

い場合には、必要の 2倍量も 3倍量も入れるん

です。そうすれば確実に免疫反応を起こせるの

で。ただし、それは副反応につながる可能性が

あるわけです。 

そういうことを考えると、いまのワクチン量

は、日本人などは特に体重が軽いわけですから

減らせるのではないか、という意見が出てくる

んです。 

これは参考になるかどうかなんですけれど

も、イギリスではアストラゼネカのワクチンは、

最初の臨床試験は有効率が 7 割と低かったん

ですけれども、2回目に 9割という高い率が出

たんですね。何でこんな高い率が出たか分から

なかったんですが、会社に問い合わせてみたら、

使ったワクチンの量が実は半分なんだと。間違

って半量しかバイアルに詰められていなかっ

た。半量使ったら、かえっていい効果が出たと。 

われわれ免疫の立場からすると、半量でも十

分に効く可能性があるわけです。インフルエン

ザでも、ワクチンというのは抗原量を変えずに、

どの世代の人にも打つんです。そういうことを

考えると、日本で本当にワクチンが足りないん

だったら、半分にして打ってもおそらくほぼ同

じ効果が出ると思って、私は冗談で、「私のワ

クチン、半分どなたかにあげますよと」と書い

たんです。それをご覧になったんだと思うんで
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すけど。 

司会 次は子どもへの接種についての質問

です。「変異株は小児での感染力も高めている

可能性があります。日本でのワクチンの若年層

への適応拡大についてはどんなお考えですか」。 

宮坂 大事なポイントは、若年層も、前より

は重症化と言うか、入院する人が出てきたこと

は事実なんですが、決して若年層、いわゆる 10

代の人、あるいは 10 代以下から感染が広がっ

ているのではないんですね。20代のように、一

番ウイルスをたくさん社会の中で動かす人た

ちから感染が広がっている。学校の中で感染者

が出たときに、先生がうつって、親がうつって

云々というのは少ない。インフルエンザのよう

な増え方はほぼないんですね。 

そういうことを考えると、さっきアストラゼ

ネカの年代ごとのワクチンのリスクとベネフ

ィットをお示ししましたけれども、あの数字が

正しいかどうかは別としても、子どもは重症化

しにくいし、感染も広げない。その中で、本当

に子どもまで打たなければ流行を制御できな

いかというと、私はそんなことはないんじゃな

いかと思います。 

ただし、このウイルスは撲滅できるとは思っ

ていません。おそらくインフルエンザぐらいの

病気にまで落ちると思いますけれども、消えま

せん。でも、そういう状況に持っていくのに、

いまの段階では子どもにまでワクチンを打た

なくてもいいんじゃないかなと私は思ってい

ます。 

ただ、子どもというのはどこで線を引くかの

問題なんです。中高生、特に高校生は結構感染

していて、大学生も感染者がすごく多いんです

ね。その辺りはワクチンの対象としても可能性

はあると思いますけれども、小学生、幼稚園児

は、私は、いまのところは必要ないと思ってい

ます。 

司会 先ほど水際対策が重要だ、日本はなか

なか足りていないとおっしゃった発言に対し

ての質問です。「では、この段階でのオリンピ

ックの開催はどうお考えでしょうか」と。 

宮坂 それは免疫の問題ではないので、私は

お答えしません。 

司会 分かりました。次の質問です。「宮坂

先生は昨年 11 月、衆院の厚生労働委員会に参

考人として出席なさった頃は、私は当面はワク

チンを打たない、とおっしゃっておられました。

現在はいかがですか。その理由もお願いしま

す」。 

宮坂 今は打つと言っています。フェイスブ

ックも含め、座談会でも語っていますが、ワク

チンを、私は確実に今回は 2回打ちます。 

その一番の違いはなぜかというと、去年の

11 月の段階では、ファイザーとモデルナの有

効性が 85％と 90％でしたが、その時点での安

全性のデータが非常に少なかった。会社の報告

をみてもそうですし、その後、The New England 

Journal of Medicineや The Lancet等々の医

学雑誌に論文が出ましたけれども、そこでも安

全性に関するデータの書き方は非常に甘かっ

た。「重篤な、生命に関わるようなものは少な

いけれども」と書いてあるけど、じゃ、その下

のもう少し軽いものがどのくらいあったか、記

載がなかったんですね。その段階では、私はも

う少し安全性のデータが欲しかったので、「当

面は打ちません」と言っていました。 

しかし、アメリカの CDC（疾病対策予防セン

ター）で 2,300万人のデータが出て、そして現

在では約 2 億人の人がワクチンを打っている

中で、既存のワクチン以上の大きな副反応がな

いという現状の中では、私は、意見を大きく変

えました。私は確実に打ちます。 

そして、イスラエルの有効性のデータ、重症

化、発症、全ての 3本の矢がそろっているとい

うことをみると、打たないという選択肢はない

と私は思っています。 

質問 1つが、ワクチンの開発が日本で遅れ

ていますが、その課題について…。 

宮坂 課題についてというのは、何をしない

といけないかということですか。 

質問 現在のワクチン開発の問題点です。 

宮坂 何度か最近マスコミの方々から、どう

して日本はこんなにワクチンの開発が遅れて

いるんだろうというご質問があったんですけ
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れども、私から逆にお答えを返しますと、マス

コミの方々はどうして日本でワクチン開発が

遅れているか、もうよくご存じではないのです

か、ということですが…。日本には 20 年に近

いワクチンギャップがあったわけですよね。厚

労省がワクチンの認可をしようとしなかった。

それはなぜだったでしょうか。ワクチンの取材

をされた方であればご存じのはずですよね。 

課題とおっしゃいましたけれども、どうした

らこの問題が解けると思っていますか。私に質

問されましたけれども、これは答えようがない

ですよね。だって、20年にわたっていままで解

決できなかったことが、ここ 1～2 年で解決で

きませんよ。 

何が問題だったかは言えますけれども。だか

ら、マスコミの方々もただ何が悪かったと批判

しているだけでは無くて、一緒に手を組んで、

この問題を解決しないといけないんだと思う

んです。 

質問 今後、ワクチンに対する理解を深める

というのは、マスコミができることじゃないか

と思うんですけれども、一方で、日本が実際に

開発をして、それが使われるような、そういう

ところまで持っていけるように、公的支援の面

というのはあるんでしょうか。 

宮坂 一番は、まず政府がこの感染症に対し

て今後どういう対策を取っていくのかという

ことですね。 

これは、うっかりすれば国難に近い状態なわ

けですよね。これだけの多くの人が、わずか 1

万人しか死んでいないじゃないかとおっしゃ

る方もいるんですけれども、経済は大変な状態

になっています。そういう中で、感染症という

のは、保安上、防衛上の問題でもある。経済だ

けの問題だけじゃなくて、国の存亡を脅かすよ

うなことだという観点に立って、感染症に対す

る政策をもう一度きちんとやり直していただ

きたいというのが第一点です。 

実は 2010 年、新型インフルエンザがはやり

かけたときに、厚労省に対して、厚労省の中の

ワーキングで非常に細かい報告書が出ていま

す。どのような対策を立てるべきか、すべて述

べられています。実は、その２，３代後の厚生

労働大臣がいまの田村憲久大臣なんですが、で

も、そこからこれまで何も行われませんでした。

2010 年に指摘された点については。まずその

点をきちんとやることが大事だと思います。 

それからもう一つは、ワクチンを作ろうと思

うと、それだけの先行投資がないとできません。

ワクチンに対するノウハウの積み上げ。しかし

日本ではワクチン研究に対してお金が出なか

ったものですから、ワクチン研究が非常に遅れ

てしまった。これは政府がそういうものに対す

るきちんとした投資をすべきであるというこ

とだと思います。 

司会 最後に少し根源的な質問になります。

「ウイルスは自身が生き残るために、すみつく

相手、宿主を殺さないよう弱毒化していくと言

われていましたが、変異株は違う。死亡率が上

がっているのは、弱毒化していないことだと思

いますが、なぜでしょうか」。 

宮坂 まず、言葉の問題ですけれども、「弱

毒化」という言葉は、私は非常に嫌なんです。

なぜかというと、ウイルスは毒素を作っている

わけではないのです。ウイルスは感染の程度が

ひどいと細胞を殺してしまう、それが病原性に

つながるわけです。ですから、今回は病原性の

問題であって、ウイルスの毒性が増えたわけで

はない。 

これを、ウイルス学者あたりでも「毒性」な

んて言っているわけですね。あるいはウイルス

は必ず弱毒化するはずなどと言っている。それ

は全然おかしい。ウイルスは弱毒化するのが原

則であるなんていう法則はどこにもなくて、変

異を良い方向に起こすか、悪い方向に起こすか

は五分五分なわけです。たまたまウイルスに都

合のいい変異がヒトで増えやすいために、それ

が広がっていく。 

ただし、宿主を殺すと、宿主が消えてしまう

ので、病原性が低く感染性の高いものが残って

いきやすくなっていく。それがいまの姿であっ

て、決してウイルスは進化とともに弱毒化する

ことが常ではない。「弱毒」という言い方すら

おかしいですし、それが原則だとは私は思って
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いません。 

そうではなくて、ウイルスがたまたま生きや

すい環境というものが、感染性が高くて、病原

性が弱いというのが人によってセレクション

されやすい。 

よくウイルスが強くなってとか、弱くなって

とか言われますが、ウイルスに意思はないです。

紫外線は大嫌いだとか、夏の天候はウイルスが

一番嫌がるとか、そんなことはないです。たま

たまウイルスの性質が紫外線と合わないだけ

の話です。ウイルスというのは、自分自身で生

きるすべは遺伝子しか持っていないわけです。

タンパク合成すらできないわけですから、ヒト

の細胞との共存しかない。その中で感染性が高

くて、弱毒化しやすいものが残りやすいという

のは間違いないと思いますけれども、そういう

ことから言うと、長いスパンでは、コロナも最

終的にはそうなっていくと思いますけれども、

それは 1年、2年の話ではなくて、ずっと先の

話です。 

司会 となると、いまは病原性が低く、感染

性が高いという状況ではなくて、病原性も高く

なっているということなので、年単位で共存を

模索するとなると、いまある唯一のソリューシ

ョンはワクチンですか。 

宮坂 それと人工抗体だと思います。 

司会 モノクローナル抗体ですか。 

宮坂 人工ヒトモノクローナル抗体のこと

です。人工抗体も、変異株に対するものはすぐ

に作れるんです。実際、世の中に既に 500ぐら

い作られていて、既存の変異株を殺せる人工抗

体もあります。あるいは、変異株が出るたびに

新しい人工抗体はすぐ作ることができるので、

これはワクチンと同様、すぐに変異株対策とし

てアップデートできるのです。 

ですから、多分その両方の手段をわれわれは

すでに持っているので、今後日本でこれより状

況が悪くなるというのは、考えにくいと私は思

っています。 

司会 たくさんの質問にも簡潔に、ずばりと

お答えいただきどうもありがとうございまし

た。 
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新型コロナウイルスの変異株とワクチンの作用機序、効果



阪大微研・渡辺登喜子教授

季節性ヒトコロナウイルス
（普通の風邪ウイルス）

新型コロナウイルス
コウモリのウイルス
センザンコウのウイルス

ウイルスの氏、素性は、おおよそ明らかになっている



Andersen KG et al, Nat Med 26:450, 2020.

SARS-CoV-2は、既に単離され、塩基配列、アミノ酸配列はすべて明らかになっている
塩基配列（約3万個の塩基が並んでいる）

アミノ酸配列（約1200個のアミノ酸からなる）

現在問題になっている変異株の多くはスパイクタンパク質のRBDに変異をもっている



ウイルスの変異とは？

しかし、新型コロナウイルスの場合には、変異が出来ても
修復する機構があるので、変異の度合いは決して高くない。

パンデミックの発生には、ウイルスの変異が関わる

SARS-CoV-2の変異速度は ~24塩基変異／ゲノム／年。
一方、ウイルスゲノムの大きさは～3万塩基対

ウイルス遺伝子（ゲノム）が増幅するときに、間違いが起こる。



新型コロナウイルスは、これまでに5000種類以上の変異株が報告され、地域ごとに特有の分布を示す

分布図

移動経路

系統図

新型コロナウイルスが、どこで発生し、いつ頃
どこへ移動し、各地でどのような変異株が
生まれているのか、ほぼ明かになっている。
ただし、これまでに解析されたのは全体の5％以下。



感染経路は、主に飛沫によるもの

70％減
80％減

35-45％減

50％減 20％減
30-40％減

66-82％減

マイクロ飛沫
（エアロゾル）大きな飛沫

マスクの効果は完全ではない。
フェイスシールドはもっとダメ
特にマイクロ飛沫の吸い込みは

うまく抑えられない

「マスクをすれば満員でも問題ない」は誤り！
「マスク ＋ 十分な送風・換気」が必要

特に変異株流行のもと、送風・換気はマスト



新型コロナウイルスの場合：
ウイルス上のスパイクタンパク質が、ヒト細胞上のACE2タンパク質に結合する → 細胞内侵入 → 感染

ヒトの細胞

スパイク (S) 蛋白質
（鍵）

ウイルス遺伝子 (RNA)

ウイルス受容体
（鍵穴）

ウイルス粒子の表面には100本ぐらいの
スパイクタンパク質が突き出ている。

ACE2は、肺の上皮細胞に多量に存在する。
他にも、個人差があるが、口腔、鼻腔粘膜の
上皮細胞、血管内皮細胞や脂肪細胞にも
存在する → 主に肺炎を起こす。

ウイルスが細胞内に侵入する時間： ～10分
細胞内でのウイルス増殖必要時間： ～10時間
細胞一個から放出されるウイルス： ~1000個

直径：～0.1マイクロメートル



一般的なウイルス感染に対する細胞の反応

新型コロナウイウイルス感染に対する細胞の反応

細胞がウイルスを防ぐしくみ
―抗ウイルス活性をもつサイトカイン（Ⅰ型インターフェロン）が作られる

①ウイルスが
細胞内に侵入

②Ⅰ型インターフェロン
が作られる

③インターフェロンが細胞
外に分泌され、自分の細胞
や周囲の細胞に抗ウイルス

活性を与える

抗ウイルス活性

抗ウイルス活性

④インターフェロンの働きを
受けた細胞はウイルス抵抗性

となり、ウイルス増殖が止まる

①ウイルスが
細胞内に侵入

②Ⅰ型インターフェロン
が十分に作られない

③抗ウイルス活性をもつ
インターフェロンが

作られないため
ウイルスが増殖する

④インターフェロンがうまく
働かないので、感染が拡大する



Xia H et al, Cell Reports, 2020. Bastard P et al, Science, 2020.

インターフェロンに対する自己抗体が誘導されて
インターフェロンが機能しなくなる

＝自然免疫反応を抑える

無症候性感染?
免疫反応の暴走→ サイトカインストーム?

SARS-CoV-2はⅠ型インターフェロンの産生とそのシグナル伝達を抑える

無症候／軽症者 重症者

重症者のみにインターフェロンに対する自己抗体がみつかった

インターフェロン産生 炎症性サイトカイン産生

ウイルス蛋白質が
インターフェロンの

産生を抑える
＝自然免疫反応を抑える

ウイルス蛋白質が
インターフェロンの

シグナル伝達を抑える
＝自然免疫反応を抑える



50代を超えると、重症化率、死亡率がぐんと高くなる

基礎疾患があると重症化のリスクが増す

インフルエンザより
数十倍高い

重症化のリスクとなる基礎疾患
慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、

高血圧、心血管疾患、喫煙、肥満（BMI>30）…
しっかりと治療を受けること
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新型コロナはインフルエンザ程度の病気なのか？
年齢によって答えが違う！



50代を超えると、重症化率、死亡率がぐんと高くなる

基礎疾患があると重症化のリスクが増す

インフルエンザより
数十倍高い

重症化のリスクとなる基礎疾患
慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、

高血圧、心血管疾患、喫煙、肥満（BMI>30）…
しっかりと治療を受けること

新型コロナはインフルエンザ程度の病気なのか？
年齢によって答えが違う！

若い人たちにはおおむねインフルエンザ程度だが、
高齢者にとってはまったく違う病気

特に変異株が出現している現在ではまったく別物と考えるべき！



東京都健康安全研究センター提供

新型コロナウイルスが細胞に感染し、出芽しているところ（走査電子顕微鏡写真）

ウイルスが細胞内に侵入する時間： ～10分
細胞内でのウイルス増殖必要時間： ～10時間
細胞一個から放出されるウイルス： ~1000個

ウイルスの出芽・放出が始まると、そこからは加速度的に感染が進む



１．特異性（他の疾患との見分ける能力）は非常に高いが、100％ではない（＝～99.9％）
（プライマーは、いくつものグループによって開発されたもので、間違っていない）

２．感度はあまり高くない＝感染後、2～3日は陽性にならないことが多い（＝～70％）
３．遺伝子の存在を見ているだけで、感染性は見ていない

（しかし、感染初期では、PCR陽性検体の～9割から感染性ウイルスが検出される
＝初期では、PCR陽性者の多くはウイルス感染者）

（感染後期では、PCR陽性検体から感染性ウイルスが検出されないことが多い）

PCR検査にはいくつかの問題点があるが、それなりの有用性もある

RNAを
抽出

DNAに
変換

PCRで
増幅

ウイルスの
存在を診断

ウイルス粒子

ウイルス特異的
プライマーを使用

一定回数以上
増幅して判定

日本40回
台湾35回



沖縄県立中央病院・高山義浩先生作成

ほとんどの二次感染は発症５日までに起こる
発症７日までに感染力は大幅に低下

隔
離
解
除

• SARS-CoV-2は「発症前に感染させる」という「武器」をもっているために、感染拡大を防ぐのが非常に難しい。
• 臨床症状消失後は、感染性が消失してもPCR陽性が残ることがあり、病床がなかなか空かないこととなる。

発症前に
感染させる

62%

80%

PCR検査の感度（推定）

34%

PCR

陽
性
率
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（しかし、感染初期では、PCR陽性検体の～9割から感染性ウイルスが検出される
＝初期では、PCR陽性者の多くはウイルス感染者）

（感染後期では、PCR陽性検体から感染性ウイルスが検出されないことが多い）

PCR検査にはいくつかの問題点があるが、それなりの有用性もある

RNAを
抽出

DNAに
変換

PCRで
増幅

ウイルスの
存在を診断

ウイルス粒子

ウイルス特異的
プライマーを使用

一定回数以上
増幅して判定

日本40回
台湾35回

４．日本では検査体制が十分でなく、希望時に検査を受けられないことがある

では、単に検査の数を増やせばいいのか？



大阪府民～900万人全員にPCR検査を行うと…
（感染率を1％、感度70％、特異性99.9％と仮定する）

感染者 非感染者

PCR検査陽性 63,000人 8,910人

PCR検査陰性 27,000人 8,801,090人

計 90,000人 8,910,000人

偽陰性患者数＝27,000人 → 安心して外出してしまう

単に検査の回数を増やせばいいのではない。しかも、1回の検査は陰性証明にならない。

偽陽性患者数＝ 8,910人 → 隔離となるので人権侵害の恐れ



東北大学 押谷仁教授の図を改変

8割の人は
誰にも感染させない

感染者１

感染者２

感染者３

感染者４

感染者５

1人で10人に感染

Ro= (0 + 0 + 0 + 0 + 10) ÷5 = 2

多くの人は誰にも感染させないが、
一部に、一人で多くの人に感染させる人
（＝スーパースプレッダー）が
明らかに存在する

＝このスーパースプレッダーを
予め見つけ出せれば、
感染拡大を防ぐことができる。

→ スーパースプレッダーは口や鼻から
大量のウイルスを吐き出すはず。

（声の大きい人、肥満度の高い人…）
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基本再生産数

ウイルス粒子の存在を検出できる迅速診断キットが開発されれば、
スーパースプレッダーの同定ができるかもしれない。

感染者だからといって、必ずしも他人に感染をうつすとは限らない



Reuter: Feb. 4, 2021.

訓練された犬は、COVID-19患者の汗を94％の確率で嗅ぎ分ける

フィンランド・ヘルシンキ空港では実際に
コロナ探索犬が陽性者検出目的で使われている

臨床的にも臭いをかぎ分ける機器として
electric noseが使われ始めている(Parkinson病）

コロナ用electric noseができないか？？



病原体からからだを守る仕組み：おさらい

自然免疫と獲得免疫



病原体を防ぐからだのメカニズムは二段構え＝自然免疫＋獲得免疫

食細胞

Ｂリンパ球
=抗体を作る

自
然
免
疫
機
構

獲
得
免
疫
機
構

生
ま
れ
た
時
か
ら
持
っ
て
い
る

生
後
、発
達
す
る

Ｔリンパ球
=感染細胞を殺す

ウイルスに出会っても容易には感染しない



ウイルス感染
or ワクチン接種

自然免疫の活性化

獲得免疫の活性化

Ｂリンパ球
抗体でウイルスを殺す

キラーＴ細胞
ウイルス感染細胞を殺す

ウイルスの
排除

感染あるいはワクチン接種により、自然免疫と獲得免疫が刺激され、
抗体とヘルパーT細胞、キラーＴ細胞ができる

食細胞
ウイルスを殺す

ヘルパーT細胞
獲得免疫の司令塔

• 自然免疫だけでもウイルスを殺す
• 抗体を作れない人、中和抗体を作らない人でも回復、治癒。
• 獲得免疫では抗体だけでなく、ヘルパーT細胞、キラーT細胞も重要。
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からだの抵抗力（＝免疫力）は自然免疫と獲得免疫の総合力である



年齢別 新規陽性者数（人口10万人対）

20代＞＞30代＞40代、50代＞10代＞60代、70代＞10代未満

どの波においても、新規陽性者は20代が圧倒的に多く、10代未満がきわめて少ない

20代で感染が多いのは、
ウイルス曝露の頻度、量、
活動性の問題。

症状が軽く重症化率が低い
のは、
(1)Ⅰ型 IFN 産生能が

高齢者より高い。
(2) 獲得免疫能力が高い。
などの理由。



日本人はどのぐらい新型コロナウイルスに曝されているのか？

抗体陽性率（厚労省調査）
2020年6月 2020年12月 2021年3月

東京 0.10％ 0.91％ 1.13％

大阪 0.17％ 0.58％ 0.69％

宮城 0.03％ 0.14％ 0.14％

東京でも抗体陽性者は100人に1人程度
本年5月時点では日本全体約1億2千万人で累積感染者数が約60万人

=その時点までで感染した人の割合は1000人に5~6人程度

日本人の新型コロナウイルス曝露率はきわめて低い



集団免疫ができるのを待っていたら、感染は収まるのか？
→ ダメ。その間に多くの高齢者が亡くなってしまう。

その失敗例が、イギリスとスウェーデン

感染者が出始めた時に、行動制限、外出制限をせずに、
「社会に感染が広がってもよい」とした。しかし、そのために、
高齢者の感染者が増え、重症化し、多くの高齢者が亡くなった。

人口100万人当たりの死亡率を見ると(4月末）、
スウェーデン： 1384
フィンランド： 165
ノルウェー： 139

緩い行動制限、外出制限、学校そのまま

強い行動制限、外出制限、休校

日本： 81 緩い行動制限、外出制限、休校



抗体には、善玉、悪玉、役なしの３種類がある

抗体はできれば良いというものではない



抗体ができても、必ずしも病原体を殺す善玉だけができるとは限らない

善玉

悪玉 役無し

抗体にはいろいろある
多くの場合

ウイルス感染から回復した場合
＝善玉が増えている

エイズ感染者の場合
＝役無しが増えている

• 「善玉」＝ウイルスを殺す（不活化する）抗体＝中和抗体
• 「悪玉」＝ウイルスの感染を促進する抗体＝病気を悪くする抗体
• 「役無し」＝どちらの機能も持たない抗体

ネコ・コロナワクチン接種の場合
＝悪玉が増えている

すなわち、単に血中に存在する抗体の量だけを測っても、あまり意味がない。
本来は、善玉（中和抗体）の量を測らないといけないが、高度の設備を持つ研究室でしかできない。

感染前 感染後

抗
体
量

感染前 感染後

抗
体
量

感染前 感染後

抗
体
量
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恢復する人 治らない人 悪くなる人



メタ解析の結果、恢復者血漿を受けた1060名に関しては、プラセボ投与群と比べて、
生存率やその他の臨床的パラメータに有意な変化は見られなかった。

JAMA, Feb 26, 2021.

→ 恢復者血清中には中和抗体以外のものも混在している？（ex. 悪玉抗体？）
抗体だけでウイルス排除をしているのではない？（ex. T細胞も重要）

中和抗体を含む恢復者血清を投与したら治療効果があるか？



Prior infection by seasonal coronaviruses does not
Prevent SARS-CoV-2 infection and associated with
Multisystem Inflammatory Syndrome in children.
Sermet-Gaudelus et al, medRxiv, 2020.

上のアメリカでの研究からは、風邪コロナにかかった人は
かかっていない人に比べて、新型コロナ感染において
高い生存率を示す（＝重症しにくい）ことが示唆される。

上のフランスでの小児の研究からは、風邪コロナにかかっても、
新型コロナの感染率は影響なく、重症化する率も変わらない
ことが示唆される

風邪コロナ感染が新型コロナ感染に影響を与えるのか？
与えるという報告と与えないという両方の報告がある

Findings SARS-CoV-2 mean prevalence rate in HOSP children was 
11.7% from April 1 to June 1. Neutralizing antibodies were found 
in 55·6% of seropositive children, and their relative frequency 
increased with time (up to 100 % by mid-May). A majority of MIS
children (25/36) were SARS-CoV-2 seropositive, of which
all tested (n=15) had neutralizing antibodies. On average,
seropositive MIS children had higher N and S1 SARS-CoV-2 titres
as compared to HOS children. Patients from HOS-P, MIS-P, and 
CTL subgroups had a similar prevalence of antibodies against 
the four seasonal HCoVs (66·9 −100%). The level of anti-SARS-CoV-2 
antibodies was not significantly different in children who had prior 
seasonal coronavirus infection.
Interpretation Prior infection with HCoVs does not prevent SARS-CoV-2 
infection and related MIS in children. Children develop neutralizing anti-
bodies after SARS-CoV-2 infection.



感染症（or ワクチン）には持続的な免疫を付与するものとそうでないものがある

持続的な免疫を付与するもの（一度免疫ができると、20年以上持続）

破傷風、風しん、麻しん、ジフテリア、HPV、おたふく風邪…

短い免疫しか付与できないもの

肺炎球菌（～5年）、百日咳（～3年）、インフルエンザ（～4か月）

新型コロナウイルスは？－インフルエンザに近いか？
＝自然感染による集団免疫は待っていても来ない可能性が高い
今回開発されたmRNAワクチンはきわめて有効性が高く、高齢者にも効果ある

（発症予防だけでなく、感染予防、重症化予防効果もありそう）



イスラエルのワクチン接種と毎日の新規感染者数の推移

ワクチン
接種開始

ワクチン2回目
接種開始

1／20
10213名（死者101名）

4/22
315名（死者2名）

国民のワクチン
接種率：~60%

イスラエルの人口：～900万人
人口100万人当たりの感染者数は日本の約23倍

死者数は日本の約 9倍
流行していたのは主にイギリス変異株
投与ワクチンはファイザーのものが主体

ファイザーワクチンには、感染予防、発症予防、重症化予防の3つの働きがある



18～55才（15名）
56～70才（9名）

>71才（9名）

2回目投与 モデルナワクチン(mRNA-1273)の投与後日数1回目投与

中
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モデルナワクチン2回接種により、中和抗体が約6か月間は高いレベルで持続する

高齢者では抗体価がやや
下がるが、それでも高い



ｍRNAワクチンはなぜ強い免疫反応を起こすのか？

１．mRNAに修飾を加えたこと

• RNAの翻訳効率が～10倍上昇 → 効率的な抗原刺激
• 自然免疫反応からの回避 → 過剰な炎症反応（＝副反応）の回避

 uridineをN1-methyl pseudo-uridineに置換（Katalin Kariko/Uğur Şahin)

 スパイクタンパク質に塩基置換により変異を導入

• 元の立体構造維持が可能になった
• タンパク分解を受けにくくなった

スパイクタンパク質が安定化
＝効率的な抗原刺激

２．mRNAを脂質膜の中に封入（＝脂質ナノ粒子化）したこと
• RNAの保護・安定化に有効 → RNA転写効率の上昇 → 効率的な抗原刺激
• 所属リンパ節へリンパ管を介した効率的なデリバリー → 強い免疫反応の誘導
• 樹状細胞への直接的な取り込み → ヘルパーT細胞、キラーT細胞の誘導、B細胞の刺激、



Bettini E & Locci M, Vaccines, 9:147, 2021.

• ワクチン成分がリンパ管を介して直接リンパ節に入る
• 樹状細胞に取り込まれ、T、Bリンパ球が直接刺激を受ける

アジュバントなしに
強い免疫反応が誘導される

腫大した腋窩リンパ節の超音波画像

１．脂質ナノ粒子を筋肉注射
→ワクチン成分がリンパ管を介して

所属リンパ節に入る

２．局所および所属リンパ節の
樹状細胞がワクチン成分を

取り込む

３．所属リンパ節への樹状細胞と
ワクチン成分の移動

４．所属リンパ節での
T細胞の活性化

CD4Ｔ細胞の
活性化

CD8Ｔ細胞の
活性化

B細胞の
活性化

抗体が
作られる

ヘルパーT細胞、
キラーT細胞が

作られる



ファイザーワクチンはどのようにして作られるのか？
1．コロナウイルスのスパイクタンパク質をコードするDNAを

含むプラスミドを大量調製し、冷凍保管しておく
2．プラスミドを解凍し、大腸菌へ導入する（＝大腸菌の形質転換）

3．大腸菌を大量に培養する4．容器を変えて、300リットルの培地で4日間培養する

5．大腸菌からプラスミドを取り出し、精製する 6．プラスミドの純度を確認し、DNAの塩基配列を確認する

コロナウイルス
スパイク蛋白質

遺伝子



7．大量精製したプラスミドからスパイク蛋白質DNAを
切り出し、直線化（linearization: ~2日間必要）

8．DNAを精製し、塩基配列を確認する
（1 bottleからワクチン150万人分ができる）

9．瓶詰めしたDNAを凍結して、ミズーリ州から
マサチューセッツ州とドイツの工場に送る

10．DNAの塩基配列を基にmRNAを作る（＝転写）
（1つのバッチから750万本分のワクチンが作られる）

11．mRNAを精製し、その純度と塩基配列を確認する 12．精製mRNAを凍結して、ミシガン州と
ミズーリ州の工場に送る

ドイツのものはベルギーの工場に送られる



13．mRNAを封入するための脂質の袋を調製する 14．脂質の袋とmRNAを混ぜて、脂質ナノ粒子を調製する
その後、不純物を除去し、滅菌処理をする

15．脂質ナノ粒子を滅菌したバイアルに封入し、凍結する16．一部のサンプルは元の工場に送られ、
厳密な品質チェックが行われる

17．各地に輸送され、解凍され、接種される

全工程に約60日間必要（約半分の時間は品質チェックのため）

ファイザー、モデルナともに、
変異株に対するワクチンも現在作成中



Roberts MK & Chaney S, J Nurse Practit, 14:402, 2018

アストラゼネカワクチン投与後に
出現する自己免疫性血小板減少性
血栓症は、ヘパリン起因性血小板
減少症と似ている

投与したヘパリンが血小板由来のPF4に結合

ヘパリン・PF4複合体に対する自己抗体産生

抗原抗体複合体が血小板に結合して血小板活性化

血小板凝集

血小板減少症

ﾏｲｸﾛﾊﾟｰﾃｨｸﾙ形成

血栓形成
ワクチンにはヘパリンが含まれていないので、
その他の構成成分が自己抗体産生を誘導している？



AZワクチンによるベネフィットとリスクｰ 年代別比較

The Guardian, Apr 7, 2020.

1万人に2人が感染すると仮定して以下の計算を行っている

予想されるベネフィットの度合い
重症化してICU入室するリスクをどのくらいワクチンが抑制するか？

予想されるリスクの度合い
ワクチン接種により重篤な副反応がどの程度出るか？

年代層

• 約2000万人が接種を受け、79人が血小板減少を伴う血栓症を起こし、そのうち19人が死亡。
• 血栓症を起こした79人のうち51人が女性で、年齢は19～79才。3人が30才以下。
• 30才以下の人がコロナで重症化するリスクとワクチン接種により重篤な副反応が起こるリスクは

同程度→ 30代以下は別のタイプのワクチンのほうがよいであろう。
• しかし、ワクチン非接種者における血小板減少を伴う血栓症の頻度は明らかにされていない。



ヒトの細胞

スパイク (S) 蛋白質

ウイルス遺伝子 (RNA)

ウイルス受容体

われわれはこれらの目印を異物と認識して
リンパ球（T細胞、B細胞）が反応する。
すると、さまざまな免疫反応が起こり、
(1) ウイルスの機能や増殖を止めたり、
(2) 感染性を増加させたり、
(3) 何も起こらなかったり、

種々なことが起こる可能性がある。

ウイルス粒子にはいくつもの免疫の目印（ ,  ,  ）が存在する
ウイルスに変異が起こると、免疫反応はどうなるのか？



Lan J et al, Nature 585:215, 2020. 

SARS-CoV-2
スパイクタンパク質

（アミノ酸約1,200残基からなる）

スパイクタンパク質と
ACE2との相互作用模式図

D614GN501YK417N E484K
変異の多くはスパイクタンパク質に
みられるが…。

RBDに変異が入ることにより、形が変わり、
ACE2との結合性が強くなることがある

＝感染性の増強



スパイクタンパク質を拡大してみると、
その上にいくつもの免疫の目印がある。

スパイクタンパク質はアミノ酸約1,200残基からなる。

われわれの免疫系は、タンパク質上のアミノ酸の並び方
（5～8個の並び方）を見て、自己か非自己かを区別する。

すなわち、
スパイクタンパク質の上には多数の免疫の目印がある。

われわれがウイルスを異物として認識する時には
ウイルス中に存在する「目印」に対して反応する

つまり、一度に多数の目印に対して反応している

したがって、少数の目印に変異が入っても
残りの「目印」が残っていれば、

相変わらずウイルスを排除できる可能性が高い



ウイルス表面には目印があり、
それに対して抗体ができる。

目印に抗体が強く結合すると、
ウイルスの感染性が失われる。

目印に抗体が
強く結合する

ウイルスウイルス

ウイルス表面の目印が変異
すると、既に出来ていた

抗体が強く結合できなくなり、
ウイルスの感染阻止できなくなる

形が合わないので
目印に抗体が
強く結合できない

ウイルス上の目印が変わると、抗体が結合できない。
⇒だから変異が起こると、免疫が効かなくなる

ウイルス表面には目印が複数存在するので、少々の変異では免疫の効果は消えない

目印が一種類しかないと仮定している ＝ 誤り!

抗体だけではなく、T細胞もこれらの目印を認識して攻撃する → ワクチンは変異株にも一定の効果を示すはず

間違い

ウイルス

目印は複数存在し、それぞれに対して抗体ができる

多数存在する目印の一つが消えても、残りがある
⇒変異が起きても、変異していない目印に抗体が

結合して、ウイルスの感染性を阻止する

正しい



ファイザーワクチン2回接種者には変異株を中和できる抗体が豊富に存在する

Liu Y et al, New Engl J Med, March 10, 2021.

ファイザーワクチンを2回接種を受けた15名から、2週間後（●）、4週間後（▲）に採血をして、
ウイルス中和抗体の存在を調べた。調べたウイルスは、USA-WA1/2020という元の株に人工的に
変異を導入し、英国変異株（B.1.1.7）、南アフリカ変異株（B.1.351）、ブラジル株（P.1）の特徴を
もつ亜株を作成した。その結果、2回接種者には、どの変異株に対しても高い中和活性が認められ、
変異株に対しても高い中和能が確認された。

⇒ ファイザーワクチンの2回接種をすると、変異株に対する十分な抵抗力ができる可能性が高い。

中
和
抗
体
量（log

２
）



T

細
胞
の
反
応
性
の
強
さ

ワクチン非接種者
ワクチン接種者

mRNAワクチン接種者由来のヘルパーT細胞は、ウイルスS蛋白質の種々の
アミノ酸配列に強く反応し、イギリス型、南ア型の変異株にも強く反応した

コロナ未感染者でもしばしばS蛋白質の様々な部分に反応し、
この反応はワクチン接種によって亢進する傾向があった。

T

細
胞
の
反
応
性
の
強
さ

ワクチン接種者由来のT細胞は
変異株に対しても強く反応した

＝mRNAワクチン接種により、変異株に対するT細胞の反応が強まる。
抗体の働きが弱っても、T細胞は、変異株による重症化を防ぐ役割が可能性がある

Woldemeskel BA et al, J Clin Invest, 2021.



T細胞は新型コロナウイルスの種々の構成成分に対して反応性を示す

• ウイルス粒子上のそれぞれの部品（タンパク質）は、ゲノム上の異なる領域の産物である。
• 現在のワクチンは Sタンパク質のみを抗原としているので、Sタンパク質に対する免疫反応のみが起こる。
• T細胞は、S蛋白質以外の種々のウイルスタンパク質も抗原として認識することができる。
• コロナ回復者からのT細胞を調べると、様々なORF部分の特定のアミノ酸配列に強く反応し、その反応性が

少なくとも6か月間は持続している。
→ これらの配列を抗原とすると、T細胞を刺激して持続性の効果を示す新たなタイプのワクチンが作れる

かもしれない。

ゲノムから作られる
種々のウイルスｍRNA

種々のウイルス蛋白質が
できる



特定のHLA分子を持つ人はコロナに対するT細胞免疫が低下しているのか？

HLA-A24を持つ人はカリフォルニアで流行しているL452R変異株を認識する能力が低い？



ウイルスが細胞内に入り込むと、それが分解されて
ウイルス断片ができ、細胞内でHLAと結合する。すると、
これが細胞表面に運搬され、「ウイルス断片＋HLA」が
感染の目印として提示され、T細胞が攻撃をするようになる。

① ウイルスの細胞内侵入

② ウイルスの断片化

③ ウイルス断片が
HLAと結合

④ ウイルス断片+HLAが
細胞表面に提示される

⑤ キラーT細胞はこの目印を
標的に、感染細胞を殺す

ウイルス
感染細胞

細胞にウイルスが感染すると、
細胞表面に感染したという
目印が出現する。

その目印を作るのが、ウイルスの
断片とそれを結合するHLA分子の
複合体である。

キラーT細胞はこの目印がある
細胞だけを攻撃する。つまり、
この目印は、キラーT細胞に対して
攻撃目標であることを示すもの。

逆に言うと、
ウイルス断片を結合できないHLAを
持っていると、キラーT細胞が
感染細胞を攻撃できなくなる可能性がある。



父親 母親

子供１ 子供５子供４子供３子供２

HLA分子には、クラスⅠとクラスⅡがある。
クラスⅠ分子がキラーT細胞の機能に重要

クラスⅠ遺伝子にはHLA-A, -B, -Cの3種類がある。
HLA-A, -B, -Cのいずれにも大きな多型性がある。

＝HLAハプロタイプは何万種類も存在する。

HLAとは：「自己」と「非自己」の識別に関わるタンパク質のこと。
1954年に白血球の「血液型」として発見された（Human Leukocyte Antigen）。
大きな「多型性」（個人差）が存在する。

HLAのそれぞれの遺伝子は、父親、母親から
1対ずつ受け継がれる。細胞上ではその

両方が同時に発現し、HLAハプロタイプを形成する

親から子へのHLAハプロタイプの遺伝パターンは4通りある



否：

細胞上にはHLA-Aの他に、HLA-B, HLA-Cが
同時に発現しているので、これらの分子が

ウイルス断片を結合できれば、キラーT細胞が
感染細胞を見つけ出して（＝認識して）殺すはず。

① ウイルスの細胞内侵入

② ウイルスの断片化

③ ウイルス断片が
HLAと結合

④ ウイルス断片+HLAが
細胞表面に提示される

⑤ キラーT細胞はこの目印を
標的に、感染細胞を殺す

ウイルス
感染細胞

ウイルス断片を結合できないHLAを
持っている人では、キラーT細胞が

感染細胞を攻撃できないか？

HLA-A, -B, -Cともに変異ウイルス抗原への
結合性を失う可能性はきわめて低いであろう。
→ 変異株がT細胞認識をある程度回避する能力を獲得する

可能性は否定できないが、完全な回避は考えにくい。



アメリカのVir Technology社とイギリスのGSK社が作成した
ヒトモノクローナル抗体（VIR-7831）を感染早期に投与すると、
感染者の入院・死亡を85％低下させることができた。
この抗体はもともとはSARS（重症呼吸器症候群）患者から
得られたヒトモノクローナル抗体で、新型コロナ・スパイク
タンパク質に交差性に結合し、ウイルス感染を阻害する。

アメリカのEly-Lilly社が出している2種類の抗ウイルス抗体を
カクテルにしたもの（bamlanivimab+etesevimab：既に
アメリカでは緊急使用許可済)も非常に強い効果があり、
感染早期での投与により、感染者の入院・死亡を87％低下
させることができた。

ヒトモノクローナル抗体は重症化阻止にきわめて有効



さいごに
1. mRNAワクチンは、感染予防効果、重症化予防効果が非常に高い。

4. アデノベクターワクチンでは、稀に血小板減少性血栓症がみられる。
自己免疫性できわめて頻度が低いが、接種年齢に考慮が必要か。

6. T細胞免疫を誘導するような新しいワクチン開発が可能かもしれない。

2. mRNAワクチンの安全性は、これまでのところは他のものと同程度。

5. mRNAワクチン、アデノベクターワクチンともに、変異株に対しては
一定の効果は期待できそう。

2回のワクチン接種が終了するまでは
当事者意識を持って「自分の身は自分で守る」ことが大事。

3. アデノベクターワクチンの有効性も高い。

７．ヒトモノクローナル抗体は重症化予防にきわめて有効。一時的な
予防法としても使用可能。
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