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2020年7月9日
（木）

新型コロナウイルス感染症対応に関する発言が注目されている京都大学宮沢准教授に、お話を伺いました。
―先生はずっとウイルスの研究をさ
れてきたのですか。

か砂漠で木を育てるというのが夢だ

することになったんです。そこから

ったんです。動物には全く興味がな

ずっと研究ですね。

1984年に東京大学理科 2 類に入り

かったのですが、ウイルスの本を読

僕がやってきたウイルスはほとん

まして、獣医学科に進みました。も

んで、それから免疫の本を読んで、免

ど猫でして、猫エイズウイルス、猫

ともとは植物をやりたかったんです。 疫が面白くなりまして、植物の研究

免疫不全ウイルス、猫白血病ウイル

土壌学とか植物の生産性を上げると

をするにしても免疫のことを学んで

ス、猫パルボウイルス、猫カリシウ

か食糧難をどうするかとか、そうい

から植物をやってもいいかなと。

イルス、猫ヘルペスウイルスを研究

うことを小さい頃からやりたくて、小

―それで動物の方に。

しました。だから猫屋なんです。

学校のときは農業試験場に勤めると

大学 5 年生で、猫のエイズを研究
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※1

―今市事件 の控訴審で弁護人側専門
家証人もされたのですね。

はい、しました。1 年間全身全霊

が相手に飛べばその人に移る。でも、

調べたら結構いたじゃないですか。だ

それは感染者のマスクでほぼ防げ

けど、ほとんど発症していなかった。

る。
「
」外出中は手で目を触らない、
鼻

ですので、なるほどと思ったわけで
※2

をかけて臨みました。最高裁で無期

を手でさわるな」
「唇触るのもだめ。

す。これは不顕性感染が多いと。当

懲役が確定しましたが、あれが有罪

口に入れるのは論外。
「
」外出してて

時、成田に武漢からも観光客が何千

となるのはおかしい。冤罪の可能性

手が洗えないならアルコールスプレ

人と来ていたし、しかも、チャーター

が高いと思います。

ー。それがないなら、
ウエットティッ

便で戻ってきた人の陽性率が高かっ

―コロナの関係で発言をされるように

シュー。それもないなら、
ぬれハンカ

たので、これは相当数中国から入って

なったのはどういうことからなので

チだ。
「
」ウイルスが1/100になれば、

しまったなという話です。となると、

すか。

まず感染しない。
」
等と連続投稿し、

もうこれは感染拡大は止められないと

注目を集めた。
）

僕は思ったわけです。

（宮沢准教授は、
感染しながら無症状
で自覚がないまま人に移す危険に着

中国で謎の肺炎がはやっている、何

目し、
2020年3月28日深夜に、
ツイ

だろうと心配になっていたんです。し

ッターで
「今、
感染拡大を止めるのが

かも、海鮮市場からだと。海鮮市場だ

唾が飛んでても、浮いてても、ある

大切。今回のウイルス、感染しても

から海の食べ物となると、僕らが考え

程度大きかったらこれは飛沫感染で

多くの人は気がつかない。無症状な

るイリドウイルスかなとか、何だろう、

す。飛沫感染はします。何時間も浮

んだよ!でも、
それが危うい。他人に

珍しいな、興味深いなと思っていたん

いているのは、多分ほとんど不活性な

知らないうちに移しちゃう。そして、

です。海の生き物から人に来てすごい

ので、それは問題ないです。僕らは

中には発症して、
死んでしまう人が

病気を起こした例はないんですね。バ

「飛沫」と「飛沫核感染」と言ってい

でる。まずは、
意識改革だ !」
「考えを

クテリアはたくさんありますし、カキ

て、飛沫が乾いたものが飛沫核です。

ひっくり返せ! 移らんようにするよ

からノロは来ますが、呼吸器感染症と

飛沫核感染が一般的には空気感染に

り、
『 移さんこと』に意識を集中す

なると珍しいなと思って見ていたんで

なりますが、その効率は結核や麻疹と

る。
「
」ウイルスが出てくるのは、
咳と

す。最初はヒト-ヒト感染はしないと言

比べるとはるかに低いです。くしゃみ

か唾とか呼気とか。
「
」咳とか唾とか

っていたので、ヒト-ヒト感染しないと

をして飛沫が飛んだところを誰かが触

なるとどういうことなんだ、何でこん

ってといった接触感染はあります。

な増えてるのと。そしたら、ヒト-ヒト

―なぜ日本はこんなに感染者が少な

※1 今市事件とは、2005年12月に栃木県
今市市に住む女児が行方不明になり、山
林で遺体となって発見された事件。事件
から9年後の2014年に栃木県警は別件
（商標法違反）
で逮捕・起訴されていた男
性を本件の被疑者として逮捕。地裁は状
況証拠および自白から無期懲役を宣告。
弁護人から依頼を受け、宮沢准教授は控
訴審にて弁護人側専門家証人として証言
し、
「遺体から採取された獣毛様のもの
が・・、被告人の飼い猫のものである蓋然
性は相応に高い。」との原審の認定
（原審
有罪判断の重要根拠）
を覆した。なお控訴
審は、一審裁判員裁判にて、取調べの録
画・録音が上映され、被疑者の供述態度
等が有罪認定の根拠とされた点
（可視化
媒体の実質証拠化）
について、訴訟手続
の法令違反があるとして原判決を破棄し
たが、被疑者が母親に対して送った
「事件」
を起こしたことを謝罪する手紙について
「事件」は殺人事件を意味することは明ら
かとして
（地裁は
「事件」
が何をさすか明白
といえないと認定していた）
、改めて無期
懲役を宣告し、2020年3月4日に最高裁
にて確定した。
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感染があるということになり、SARSで

―新型コロナウイルス感染症は空気
感染するのですか。

いのでしょうか。

もMERS でもないというから何なのと

僕は生活様式だと言ってたんです。

いうことになったわけです。そしたら、

マスク、手洗い、靴を脱ぐ習慣―こ

1 月だったかな、コロナですと。SARS

のウイルスがどこにいるかなんですが、

に近いけど、SARS、MERSではありま

犬、猫でもかかりますので、犬、猫の

せんと。早くデータを出せと思ってい

ふんが町に転がっていて、それを踏ん

たらデータが出て、そこを解析すると、 で靴を脱ぐ習慣がないとそのまま家の
これはSARS ですねという話になった

中に持ち込むということは考えられます。

んです。見かけSARSですよ。SARSが

それから、手洗いの習慣ですね。欧

出たということで、これは大変だとい

米には手を洗う習慣は余りないですし、

うことになったわけです。

お手拭きがないですよね。お手拭きを

しかも、武漢で増えていて、武漢
がロックダウンして。その後、日本に
武漢からチャーター便がやってきて、

※2 不顕性感染 : 細菌やウイルスなど病原
体の感染を受けたにもかかわらず、感染
症状を発症していない状態

OBA MJ
OBA MJ

配られることはまあなくて、そういう

いて、
冬になったら増えるのですか。

OpinionSlice
OpinionSlice

ソーシャル・ディスタンス 2 メート

例えばインフルエンザも、2009年

ルも絶対ではなく、やれない業種につ

に新型インフルエンザが出ていまだに

いては代わりの方法を考えることも必

はやっているわけで、それが夏の間は

要です。

過去にこれに似たウイルスに感染しち

どこにいるんですかという話ですが、

―先生は、
車がランダムに走れば危な

ゃっているんだよという話をしました。

恐らく夏の間もこんな具合に感染して

い。でも、自動車運転を一律禁止と

抗体レベルで見るとそれはないんです

広がっていて、だけど、夏の間は感染

はしていない。交通ルールを決め、

ね。中和抗体を持っているわけじゃな

しても重症化しないんじゃないか。

事故発生防止を図っていると比喩

いのでそれはないんですけれども、細

―発症しないまま、
回していくと。

的なお話をされていますね。新型コ

衛生的な習慣なのではないかと言って
います。
また、1 つの仮説として、僕たちは

※3

※4

胞性免疫は中和抗体も多分ブロード

回し合っていて、冬になると免疫が

ロナウイルス感染症も、
ルールを守

になるというか、広い範囲になります

下がるために発症するのではなかろう

り、感染拡大防止を図りながら、経

ので、もしかしたら細胞性免疫が効い

かと思っているんです。だから、インフ

済も回しつつということですね。

ているのではないか。

ルエンザも今一生懸命検査すれば、ず

お年寄りや、基礎疾患を持っている

じゃあ、日本人はどこからかかるん
だということですが、今回、キクガシ
ラコウモリがこのウイルスを持ってい

っとどこか市中にあるのではないかと。

人はかかってほしくない。コロナ弱者

―先生は経済も回さないといけない

は存在するわけで、その人たちをどう

とのお考えですね。

プロテクトするか、感染しない方法は、

るわけですけれども、キクガシラコウ

天然痘とかエボラとかそういうものだ

モリは絶滅危惧種にはなっていますが

ったら、ひとたび発症すると致死率は

―100分の1作戦というのは、簡単に

日本にいるということ、さらには、10

非常に高いわけだから、これはしゃか

言うとどういうことでしょうか。

年位前の研究だと思いますが、日本で

りきにやってくださいということになり

個体に感染するのに必要な「感染性

「100分の 1 作戦」で逃れてもらう。

ユビナガコウモリのふんを検査すると、 ます。でも、このウイルスは違います。

ウイルス量」は 1 個ではありません。ウ

今回のウイルスに80%ぐらい似ている

これはかなりの長期戦になるだろう

イルスを完全になくさずとも、ウイル

ウイルスが検出されているということ

なと思っています。今はなるべく感染

ス量を感染成立以下にすればよいとい

から、恐らく何十年も前、ひょっとし

しないようにしつつ、経済を回しつつ

う発想の転換です。飛沫感染なり接触

たら何百年も前からアジア地方ではこ

ということですよね。重症化されて亡

感染なりの感染する経路で浴びるウイ

のウイルスに似たウイルスをコウモリ

くなられる方がいるので、これは何と

が持っていて、時々アジア地方の人に

かしなきゃいけないんですけれども。

感染していたのではないか。だから、

失業率が 1 % 増加すると、自殺者が

常にそういうものにさらされていて、今

2,000人位増えるという統計があって、

回コロナウイルスは新しいのが出たけ

失業率と自殺率がきれいにパラレルに

れども、ちゃんとその免疫で防いでい

なっています。経済というのは 1 年で

るのではないかという仮説を立ててみ

は回復しないんですね。リーマンショ

たわけです。半分はエビデンスがあり

ックのときもそうですが、回復までに

ます。

10年ぐらいかかる。今回もリーマンシ

―ウイルスを持っている人は、
夏の間も

ョック以上の経済打撃はほとんど免れ
得ない状況なので、そうなりますと、最

※3 中和抗体：ウイルス感染阻止能
（中和能）
を有する抗体
※4 細胞性免疫：ウイルス感染細胞やがん
細胞などの異常細胞を、抗体などを介さ
ずに免疫細胞そのものが直接攻撃するタ
イプの免疫反応

悪、数十万人の方が自殺で亡くなられ
る可能性は十分考えられるのではない
か。過度に自粛の方に振れるとそうい
う悪影響があります。
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ルスを100分の 1 にするということです。
何で100分の 1 かというと、発症前
数日と発症後数日しか感染は広がらな
い。発症後 7 日以降はウイルスを伝達
しない。発症後10日で唾液中のウイル
ス量はおよそ 1 /100以下になる。感染
者から出るウイルスが 1 /100以下にな
れば他人にはほぼ移らない。
お互いマスクをすれば、多少は漏れ
るかもしれないけどウイルスは 1 /50ぐ
らいにはなるでしょう。吸う方もマス
クをしていたら、吸い込むのも 1 / 5 ぐ
らいになるでしょう。1 /50× 1 / 5 で
1 /250。吸い込む方が 1 / 2 でも 1 /50
× 1 / 2 で 1 /100になります。
1 /100作戦の啓発チラシを 4 月に作
り、6 月に夏バージョンも作りました。
これは、かなりの長期戦になります。
1 /100作戦を皆で守り、感染拡大防止
を図りながら、経済も回し、失業率・
自殺率の増加を防ぐべきです。

宮沢准教授は、2020年 6 月12日に大阪府コ

新型コロナウイルス感染症の今後は不明です。

ロナウイルス対策専門家会議にて、オブザーバ

宮沢准教授のお話を伺い、私たちに出来ること

ーとして「比較コロナウイルス学からのアプロ

は、1 /100作戦の啓発チラシ掲載事項を遵守し、

ーチ」を発表し、次の第二波（時折発生するク

感染拡大防止に努めながら、経済を回していけ

ラスターは除く）が来た時の最も効果的な対応

るよう尽力することであり、今後も、状況を見

方法として、以下をあげた。

ながら柔軟な判断を行っていくことが必要と思

接触機会の削減ではなく、感染機会の削
減。具体的には 1 /100作戦（あるいは半
自粛）の周知徹底

●

病院、介護施設の感染予防策

●
●

コロナ弱者の隔離（シェルターホテルへ
の支援）
コロナ弱者と接する人への核酸検査の定
期的実施

●

● 夜の街（性風俗を中心とした）への介入
（指導、検査など）
●

入国時の検疫の強化
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われました。

（ インタビュアー：江飯 口島 陽奈 三絵  ）

