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⼀般に信じられている集団免疫理論はどこが
おかしいのか免疫の宮坂先⽣に尋ねてみまし
た（上）

世界で流⾏した新型コロナウイルス（写真:ロイター/アフロ）
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欧州、絶望の現場を歩く―広がる
Brexitの衝撃
著者︓⽊村正⼈
EUは崩壊するのか。欧州最前線リポ
ート。

この本をさがす

新型コロナウイルス感染症まとめ

「Yahoo!ニュース 個⼈」のオーサーに
よるコメントをチェック

【Yahoo!ニュース 個⼈】４⽉の⽉間MVAと
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交通事故で意識不明の重体だっ
た⼩学⽣回復︕ ⺟親からの涙
のメッセージ
柳原三佳 5/16(⼟) 13:53

岡村隆史のオールナイトニッポ
ンの番組終了に関する感想、今
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⽊村正⼈ | 在英国際ジャーナリスト
5/16(⼟) 13:58

［ロンドン発］感染症数理モデルは集団免疫理論に基づいています。しかし新型コロナウ

イルスに感染して抗体を持つ⼈が⼀定程度、増えれば、そうした⼈たちが壁になって流⾏

は本当に終息に向かうのでしょうか。

テレビでもすっかりお馴染みになった免疫学の第⼀⼈者である⼤阪⼤学免疫学フロンティ

ア研究センターの宮坂昌之招へい教授にテレビ電話を通じて質問してみました。

⽊村︓加藤勝信厚⽣労働相が15⽇、献⾎された⾎液で新型コロナウイルスの抗体を調べ

たところ陽性率は東京都の500検体で0.6%、東北６県の500検体では0.4%だったと明

らかにしました。

⼤規模抗体調査を来⽉から実施するそうですが、どんな意味を持つのでしょう。

宮坂⽒︓使われたキットがどこのものか公表されていません。抗体検査キットの中には精

度も感度も悪いものがあります。今回の陽性率はかなり低く出ており、解釈が難しいと思

います。

最近出た論⽂では14種類の抗体検査キットを調べた結果、満⾜に使えるのは3つだけでし

た。つまり抗体検査キットは今の段階では精度も感度も⾮常に悪い。陽性率が⾼く出てし

まうキットは⿐⾵邪コロナを引っ掛けてしまう。
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後の番組への期待
藤⽥孝典 5/15(⾦) 7:01

⼀般に信じられている集団免疫
理論はどこがおかしいのか免疫
の宮坂先⽣に尋ねてみました
（上）
⽊村正⼈ 5/16(⼟) 13:58

新型コロナ NHKで専⾨家が
「このウイルスは賢い」「経済
再開にはPCR検査の拡充が不可
⽋」と指摘
⽴岩陽⼀郎 5/17(⽇) 12:55

“⾼熱で震える⼿”。「味がしな
い。せきも」と⾷レポ。『報ス
テ』総合演出が⾃撮りしたコロ
ナ映像の貴重さ
⽔島宏明 5/16(⼟) 9:59

新型コロナと⼦供の川崎病や⾎
栓症の関係について免疫の宮坂
先⽣に尋ねてみました（下）
⽊村正⼈ 5/17(⽇) 11:57

加藤厚労相「企業が安易に給付
⾦に流れないように」 中⼩企
業は「詐欺国家」「嘘」「混乱
ばかり」と批判
藤⽥孝典 5/15(⾦) 18:29

【新型コロナ】⼊院患者が4割
減少 東京都の病床使⽤率も
50%以下に改善
楊井⼈⽂ 5/17(⽇) 8:50

元劇団四季の俳優「原爆は落と
されたのではなく打ち上げ」︓
陰謀論の危険性
碓井真史 5/17(⽇) 16:23

コロナ休業の「新制度」で⼤激
変︖ 上限は⽉33万円、学⽣ア
ルバイトも対象か
今野晴貴 5/15(⾦) 12:01

もっと⾒る

パンデミックの第⼆波を経験するレバノンとイ
ラン

「5年国債⼊札は順調、債券先物は買い戻され
る」⽜さん熊さんの本⽇の債券（引け後）
2020年5⽉18⽇

選⼿は今回も国⺠を勇気づける役を課せられる
のか。その感染リスクを⼼配する

陽性率が低く出過ぎるのは感度が悪いのと、新型コロナウイルスの場合は免疫のでき⽅が

⾮常に悪いことが関係しています。抗体がなかなか上がって来ないし、量も少ない。

これまでに出た論⽂で抗体のでき⽅と病気の重症率が調べられています。もし、良い抗体

（善⽟抗体）だけがつくられていれば、抗体の出現、増加とともに重症化率は下がらない

といけないはず。

ところがこの病気では多くのケースで抗体の量が増えているのに重症化率も上がっていま

す。⼀⽅、抗体の量が少ないのは軽症の⼈たちです。

抗体の中には少なくとも3種類のものがあります。善⽟抗体と悪⽟抗体と役なし抗体で

す。SARS（重症急性呼吸器症候群）や MERS（中東呼吸器症候群）では善⽟抗体ととも

に悪⽟抗体ができることが報告されています。

ネコのコロナウイルスのワクチンでは開発途中に悪⽟抗体ができて病気が悪くなったとい

う例もあります。HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の場合には全てできる抗体が役なし抗体

で、抗体がいくらできてもウイルスを殺してくれません。

こういう役なし抗体も新型コロナウイルスではできています。ですから単に抗体の量だけ

を⾒ても、本当にどの程度、正しい免疫ができたのか、よく分かりません。

宮坂⽒（本⼈提供）

じゃあ善⽟抗体だけ測ればいいじゃないかという⽅法があります。

中和抗体測定法がそれです。試験管の中で培養細胞にウイルスをかける時にそこに抗体を

共存させたならばどのぐらい感染が抑制されるか、ウイルスの感染度を中和する能⼒を調

べる検査があります。

この測定法はバイオセーフティーレベル3のところでないとできません。培養細胞を持っ

ていてウイルスを培養しているところでしかできません。普通の検査機関ではできませ

ん。

普通の検査機関では単にウイルスと結合する抗体の量だけを測っています。新型コロナウ

イルスの場合は3種類全ての抗体ができているのではないかとみられています。抗体検査

キットにはそういう問題があります。

抗体の量だけ測って、機能は測っていません。

HIVの場合は抗体をつくることができても役なし抗体ばかりなので、ワクチンはまだでき

ていません。新型コロナウイルスでも、こういうことが起こり得ます。

今まで⾒ているところでは、新型コロナウイルスは抗体のつくり⽅が弱くて、タイミング

も遅い。抗体だけ測っていて良いのかということになってきます。

抗体検査による陽性率は、誰が測定するのか、サンプルの保存の仕⽅にもよります。PCR

検査の陽性率から⾒ると、東京では10%を切っています（筆者注︓累計で東京9.5%、⽇

本全国6.9%）。

あれほどPCR検査を実施しているドイツで陽性率は6%ぐらい（筆者注︓5.6%）です。

100⼈で6⼈ぐらいです。このことを考えると、おそらく東京でも感染者は100⼈に数⼈

かそれ以下でしょう。

通販限定の「アレルケア」が1⽇
49円から
「カルピス健康通販」

PR

Yahoo! JAPAN広告 

個⼈の書き⼿も有料ニュースを配信中

https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20200515-00178573/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200516-00178807/
https://news.yahoo.co.jp/byline/tateiwayoichiro/20200517-00178933/
https://news.yahoo.co.jp/byline/mizushimahiroaki/20200516-00178750/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200517-00178891/
https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20200515-00178708/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20200517-00178894/
https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20200517-00178945/
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200515-00178639/
https://news.yahoo.co.jp/ranking/access/byline/domestic
https://news.yahoo.co.jp/byline/takahashikazuo/20200518-00179122/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kubotahiroyuki/20200518-00179092/
https://news.yahoo.co.jp/byline/sugiyamashigeki/20200518-00179083/
https://rd.ane.yahoo.co.jp/rd?ep=A-KSwl4AABTNkwgZuK_rIjaaqaZFCJ8vvXg14z1WmYK-eMPPDPSMhLboB5YJImzX2KWageILIOLDE8ay0CbFuI4PKixVBWSrPkw-_Ngx7ObffHwaZhtwyr7NSWOJrEpNne2qWwxqeI3EFBgxX-LWTwKYlhh0EDqyFLrwCRxxX4MVxQlpsZk1Snl-RsH44U2pDdK7Op0f3K_o39WcU14-DE679SYuXnvngAjYrXHA7bTzfIyxzYjcj4VC2LgKVsYW1SktyN3RPukzzdT-ysOPmCr4anosbAiEyHOON-pS7ZCLBUKQLoezSQ66VMqLzQ1bITBRQGZFCfbhiwt0FFHqDTu790DhlfCDyP8A1VMWOsOrnJ20bTeYDv05Afdnyl6fR5Ph8L5WXB8nqp5g4p0uWIvWowlfd1RvcqZoSH5SltyXbnOmaK9K-wjPzLoFOWcqaYQyBFZa9Cwe9-IXTYhhUyLEx6OmyZ4tntD1mxwhRYuG_NQWHBVNkCt9cjNL3TxKAYjp-7tpl85fR61bH_zHf2zzmRFCf6cqBsjdUsvilAWEHhg9Dq8YLfdalS4BPQAsN0-9KhrGtxZ0Q3y2Ct3PequvOynWPninjwbR_buuTXyxPdvk_bMJKexLPqgcCA2Ojucpgti4wcMgIgFrqRFmzzo_juda68RwMPbppoNagv1XJ5QHcCXJeVpAyahzaFTq3cDwLwFusbc8XgFQ5-vwwpXft5gMGv8OCqlUNB8qUP7v1Lvyqfq8c-Cp3RCnN3XCKOdiQhn5WO9SMuByKyQcF1kD2gRpDp8ilUttnYH6ccjUG6jf6ET-dv4nD_zDNLscIG7elLtutZfV4lyV6lsnZ4vFiuacFTawAkgvjXNiMXP0EOaqPUHxVojiq1qukCtqqJ9jMu8qvQP763NhALaHz60Iht7j1OWvz6pvESUTrMimCwsRjwEsda7WuQJEpN6a3OlbQTY46Gyr8mDzMPwV8tpqbHAhHD14Ffj8hZ6zezKUyGeM352eziNI1DSt2lQQA4zip12gP4AFBKrj7PnCJFwrgsPU4ecfLYlc8FQRryj2juIjzPTzdJ3b2G-zK1QDnoCu5kFklJGfmRr_SCoYafrYzsNgZ6KXwnUmRBLHb7Zuzt8&v=5
https://feedback.promotionalads.yahoo.co.jp/fdbk?p=dLpjgDIJPygZ5NvGS0Nlh8Xu9ebOumBETWxnbR4c0slRuvtlrxPV4F12VCJllzo66KpsEpi_ewJaduVyGWFH8.EtV8ad9Iu9wBHjzDQmgqhjzzS8gtdz3boh&a1=Ill.pasLN2H2g4ty5s2mt7w_L9b2y.fQW8NJxnW9Sh0B6MXj2Z5SANQM1gZQpVg95YBueTQXtVftdRM3D7ub_EtrWhs-&c=Logy0k4ENCtVRnAsbJHNGSy4rY._RTVr.cHjYXThJJYc2YPhrBZoRLw-&u=NYNpuKkLNjlFTPIveHJ4wPWauwKulwECD1qcDISFq0pMw7WTQ2zwcWY375fI74X5J2PTmmESjopuPq3jZJrW&t1=PGEE6dQLNQMoeRYB.Lr3LtjTxvfQ8kFJ7KrkakYXwBkhGROmVx826.lIOBhu9Ad2l8VIexORwn7VExDJhd3zkIZi4x0RYveqk7LC2363VDJIdGE6lCSlvopjymtuNNwKrb0.zz9tWtMXrEOzFSYfwv1rTiMXfBVIJ7rrKDgDxrZO787FQUsus0GEhjAmE3tOTv._bomNMh6dGlcrzHxSZ0VzwTonygwF_5PRfw2QjKQfvYCgY0g1Mn2gUvDRLUko5z5nnV.ZYTMsx6XIJgqFaSYD0vPkzVCqCnzbs3PboARHywbom41iFRFe


2020/5/18 ⼀般に信じられている集団免疫理論はどこがおかしいのか免疫の宮坂先⽣に尋ねてみました（上）(⽊村正⼈) - 個⼈ - Yahoo!ニュ…

https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200516-00178807/ 3/7

ただし、抗体で⾒るともう少し⾼く出てくる可能性はあります。というのは、今の抗体検

査キットでは⿐⾵邪コロナも引っ掛けてきてしまう可能性があるからです。どうも、出て

くる数字はあまり信⽤できなさそうです。

⼀⽅、つい最近スイスのロシュが出した抗体検査キットは感度99%です。精度も⾼いの

で、そういうのを使うと、今の社会で何%ぐらい感染したのかが分かると思います。

フランスで調べたら4.4%しか感染していなかった、最も感染が広がっていたパリでも9

〜10%だったというパスツール研究所の報告が出ています。スペインでも5%だったそう

です。

どの抗体検査キットを使ったのか、感度がどのくらいなのかという問題はありますが、メ

ディアはわずか数%しか感染していなかった、やはりこのウイルスは集団免疫をつくりに

くいんだという論調でした。

どうも、このウイルスは免疫を起こす⼒が⾮常に弱いし、起こっても遅い。抗体だけを⾒

ていると、判断が⾮常につきにくい。

今まで集団免疫は、獲得免疫の、しかも抗体というパラメーターだけを⾒て判断していま

したが、私は、それは間違っているのではないかと思っています。

ウイルスに対するからだの防御というのは、獲得免疫だけが規定しているのではなくて、

われわれの免疫は⾃然免疫と獲得免疫の2段構えになっています。

⾃然免疫が強かったら獲得免疫が働かなくたってウイルスを撃退できる可能性がありま

す。

⾃然免疫だけでウイルスを撃退することもあるから、抗体の量や陽性率だけを⾒ていても

集団免疫ができているかは判断できない可能性があります。今回はそういうことが起きて

いるのかもしれません。

⽊村︓⼈間と家畜を⽐べるのはふさわしくないのかも分かりませんが、恐ろしいのは⼝蹄

疫の教訓です。

英国では新型コロナウイルス対策の感染症数理モデルをつくるインペリアル・カレッジ・

ロンドンのニール・ファーガソン教授のモデルに基づき、⼝蹄疫対策で650万頭もの家畜

が殺処分にされました。

⼝蹄疫ウイルスも変異を繰り返しており、ワクチンは万全ではありません。新型コロナウ

イルスの致死率はそれほど⾼くはないものの、経済的・社会的・政治的コストは計り知れ

ません。

悪夢のシナリオに備えなければならないように思えるのですが。

宮坂⽒︓問題は、集団免疫に対する考え⽅です。これは「特定の集団の何割が免疫を得た

ら感染流⾏が収まるか」を計算するものであって、もし免疫がなかったら何割死亡するの

かということを⽰すものではありません。

そこが間違って使われていると私は思います。

新型コロナでは基本再⽣産数（Ro）が2.5だとすると、集団免疫閾値は（1－1／2.5）

x100 = 60%となり、6割の⼈が免疫を保持することが流⾏を⽌めるために必要であるこ

とが⽰唆されます。
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ただし注意すべきなのは、この場合、⼀般的には「免疫」とは抗体ができることを指して

いて、「獲得免疫」のことであるというのが暗黙の了解となっています。

しかし、個体レベルではウイルスに対する防御は2段構えであって、⾃然免疫と獲得免疫

がウイルス排除に関与します。

もし⾃然免疫がうまく働けば、少数のウイルス粒⼦が侵⼊してきても⾃然免疫だけでウイ

ルスを排除できる可能性があります。つまり獲得免疫が働かなくてもウイルスは排除でき

る可能性があります。

実際、最近の研究結果から、⾃然免疫はさまざまな刺激によって訓練され、強化されるこ

とがわかっています。

例えば、結核ワクチンであるBCGは結核菌に対する免疫だけでなく、⼀般的な細菌やウイ

ルスに対する反応能⼒を上げることが指摘されていて、その作⽤機序として、BCGが⾃然

免疫を強化・訓練することが⽰唆されています。

その可能性を⽰すものとして、オランダの研究グループがBCG接種後に⽣ワクチンである

⻩熱病ワクチンを投与してその後に出現する⼀過性ウイルス⾎症の頻度を調べています。

BCG接種により（獲得免疫の関与なしに）ウイルス⾎症の出現率が有意に下がったことが

⽰され、⾃然免疫が訓練・強化されていると、獲得免疫が働かなくともウイルスに対する

⽣体防御が起こることが⽰唆されています。

つまり、集団免疫のことを語る際には、獲得免疫のことだけではなくて、個⼈レベルで働

く⾃然免疫と獲得免疫の両⽅を考慮に⼊れる必要があると思われます。

新型コロナウイルスの場合、上に述べたように「6割程度の⼈が免疫を保持することが流

⾏を⽌めるために必要である」と信じられていますが、実際にそうなっているでしょう

か?

例えばこれまで激しい流⾏があった中国湖北省武漢市でも、またクルーズ船「ダイヤモン

ド・プリンセス」でも感染した⼈は全体の2割程度でした。集団の6割も感染をするよう

なことは観察されていないのです。

その理由は⼤きな流⾏が始まると、⼈は隔離措置をとり、接触制限をするようになるから

で、それとともに上記の基本再⽣産数が⼩さくなるのです（これを実効再⽣産数と⾔いま

す）。

接触制限によってR値が1.2まで下がると、上記の公式で集団免疫閾値は20%以下（筆者

注︓16.7%）となります。これが、実際に武漢市やダイヤモンド・プリンセスで起きて

いたことではないかと私は考えています。

つまり、⼀部の⼈たちは⾃然免疫と獲得免疫の両⽅を使って不顕性感染の形でウイルスを

撃退したのかもしれませんが、かなりの⼈たちは⾃然免疫だけを使ってウイルスを撃退し

た可能性があるのかもしれないということです。

そのために多くの⼈は感染が成⽴する前にウイルスを撃退したという可能性です。

これについては感度、精度の⾼い抗体測定キットが出てくると、何割の⼈が本当に抗体を

獲得したか（感染したのか）が分かるようになると、この考え⽅が妥当性であるか、判断

できることになるでしょう。
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次に、この集団免疫の考え⽅を援⽤して⾔われてきたのが「われわれはこのウイルスに対

して免疫を持たないので、無防備の状態で感染が広がると集団の中の60%ぐらいの⼈た

ちが感染するであろう」ということです。

実際、イギリスのファーガソン教授もスウェーデンの疫学者アンデシュ・テグネル⽒も、

さらには厚⽣労働省クラスター対策班の北海道⼤学⼤学院、⻄浦博教授もこの数字を挙げ

ていました。

しかし、私はこの仮定は違うと思います。前述したように、このようなことは武漢市でも

ダイヤモンド・プリンセスでも起こってはいません。これはスペインでもイタリアでも起

きていません。

⼤きな感染症の時には⼈は必ず都市封鎖などの強い交通制限策をとるので、感染は抑制さ

れ、これとともに実効再⽣産数が下がるからです。そして予想よりもずっと低い集団免疫

閾値に落ち着くのです。

特にこのウイルスが起こす免疫はあまり⾼くなく、持続も短いようなので、免疫学者の⽬

から⾒る限り、集団の60%もが免疫を獲得するような状況は、余程良いワクチンが出て

こない限り起こり得ないでしょう。

ウイルスに出会わなかった可能性は否定できません。しかし都市封鎖や社会的距離が導⼊

される前からウイルスは広がっています。

それでもファーガソン教授や⻄浦教授が⾔っているような何も対策をとらなければ集団の

6割が感染してしまうというような状況は起こっていません。

私は⻄浦教授の理論⾃体は正しいと思っているのですが、「このウイルスは何も対策を⽴

てないと⼈⼝の6割が感染して何⼗万もの⼈が死ぬかもしれない」という前提は間違って

いると思います。

どちらが正しいかどうかは良い抗体検査キットが出てくると、本当に感染した⼈が2割だ

けだったのか分かります。

集団免疫を獲得すればこの感染症を克服できるとファーガソン教授が⾔ったのは結局、間

違っていたと私は考えています。それを⽰すことに、スウェーデンは外出制限を厳しくせ

ずに北欧の中で断トツに多い⼈⼝100万⼈当たりの死者を出してしまいました。

【⼈⼝100万⼈当たりの死者数】

ノルウェー 43⼈

フィンランド 53⼈

デンマーク 93⼈

スウェーデン 361⼈

集団免疫閾値はこの新型コロナウイルスの場合、60%は成⽴しない。たぶん良くて20%

だと思います。2割だったら今後ワクチンができてくると確実にそこは到達できると思い

ます。

ナチュラルな状況で⼈が感染して治るという状況だと、おそらく毎年、このウイルスにお

付き合いすることになると思います。

宮坂昌之⽒
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「友だちと遊べる」新型コロナの学校再開、是か⾮か 5/18(⽉) 17:34

新型コロナと⼦供の川崎病や⾎栓症の関係について免疫の宮坂先⽣に尋ねてみま
した（下） 5/17(⽇) 11:57

新型コロナで⼒⼠死亡 ⼀命を取り留めた”⼤太り”英⾸相が「肥満」に宣戦布告
5/15(⾦) 19:45

国家緊急事態宣⾔の費⽤対効果は? 39県で解除へ「K値で新型コロナの正体を暴
け」 5/14(⽊) 7:00

⽊村正⼈の記事⼀覧へ(1757)

おすすめのテーマ フォローとは︖

⽊村正⼈
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