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てマウスを扱ううえで最も厄介なウイル
スです．猫の腸の中で猫腸コロナウイル
スが変異すると， 猫伝染性腹膜炎ウイル
スになり重篤な病気を起こします．牛に
も馬にも犬にも鳥にもそれぞれ別のコロ
ナウイルスの存在が知られています．こ
のように，コロナウイルスは多くの哺乳
類に感染するので，決して珍しいウイル
スではありません．
今回の新型コロナウイルスは， おそら

くコウモリから人へ種の壁を超えて感染
してきました．SARSコロナウイルスや
MERSコロナウイルスもコウモリが起源
といわれています．このような伝播はコ
ロナウイルスで頻繁に起こるのでしょう
か．あまり知られていませんが， 2017年， 
中国広東省の豚農場で子豚を中心に豚急
性下痢症候群 （SADS） が発生し， 24000
頭以上の犠牲が出ました．この感染症も
コロナウイルスによるもので，コウモリ

する能力を獲得したり，宿主の防御機能
から逃れたりできるのです．このため， 
「RNAウイルスであるコロナウイルス
は変異が起こりやすい」 といわれてい
ます．しかし， 近年， コロナウイルスは
修復システムをもつことがわかりまし
た．具体的には，NSP14 （non–structural 

protein 14） というタンパク質がポリメ
ラーゼに結合して働きます．つまり，コ
ロナウイルスはRNAウイルスのなかで
唯一修復システムをもつウイルスなので
す．多くのRNAウイルスのゲノムの長
さは10キロベース （10000塩基） ですが， 
コロナウイルスはRNAウイルスのなか

から豚に感染したことがわかっていま
す．コウモリがさまざまなコロナウイル
スの自然宿主となり，人や動物へ感染し
てくることは少なからず起こっているの
です．

電子顕微鏡で観察されるコロナウイ
ルスの形が，ラテン語で王冠を意味する 

「コロナ」 に似ているために命名されま
した （図1）．大きな円を取巻く多数の小
さな円はスパイク （S） タンパク質と
いって，細胞に感染するための突起で
す．2002年にSARS， 2012年にMERSが
アウトブレイクする以前は， 人に感染す
るコロナウイルスとして， 229EとOC43

の2種類しか知られていませんでした．
しかも，これらのコロナウイルスは軽い
風邪を起こすだけでした．
一方， 動物にとってコロナウイルスは

重篤な病気を起こすウイルスとして知ら
れています．2014年に流行した豚流行
性下痢ウイルスは豚肉の価格を上昇さ
せ，マウス肝炎ウイルスは実験動物とし

私たちの体を構成する細胞は， ゲノム
を複製するときにミスが起こると修正す
るシステムをもっています．このシステ
ムのおかげでがん細胞の出現が抑えられ
ます．ウイルスはどうでしょうか．ウイ
ルスは大きくDNAウイルスとRNAウイ
ルスに分けられます．一般にDNAウイ
ルスには修復システムがありますが，
RNAウイルスには修復システムがあり
ません．RNAウイルスは変異のスピー
ドを上げることでさまざまな生物に感染

でも群を抜いて長く， 30キロベースもあ
ります．コロナウイルス以外のRNAウ
イルスはゲノムが短いので変異が入っ
たとしてもその姿を維持できると考え
られています．しかし，コロナウイルス
のゲノムは長いので変異が入りすぎる
とその姿を維持できなくなるために，修
復システムをもつに至ったと考えられて
います．
それでは，なぜ修復システムをもつ

コロナウイルスが変異するのでしょう
か．その答えはコロナウイルスの巧妙な
生存戦略に隠されています．厳密に修復
しすぎてしまうと抗体からエスケープで

S：スパイクタンパク質， M：メンブ
レンタンパク質， E：エンベロープ
タンパク質， N：ヌクレオキャプシ
ドタンパク質．

図1　コロナウイルスの構造
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なった状態もしくは直径5 µm以下のもの
を飛沫核といいます．飛沫核は空気中を
漂うことができるので空気感染します．
新型コロナウイルスは飛沫感染する

ことは間違いありません．さらに，報道
では，エアロゾル感染という用語が聞か
れるようになりました．しかし，ウイル
ス学ではこの用語は一般的ではありませ
ん．たとえば， 「実験中にエアロゾルが
発生する」などという使い方をします．
確かにこのエアロゾルがウイルスの場合
には吸込むことで感染する可能性があり
ます．ところが， 「エアロゾル」 が 「空
気」 を連想させることから， 報道ではし
ばしば 「空気感染」 と同じ意味で使われ
ているようです．
それではエアロゾル感染を正確に知

るために，日本エアロゾル学会の見解を

されています．SARSでは， スーパース
プレッダーがスーパースプレッダーに感
染させることにより， 爆発的に感染が拡
大したといわれています （図2）．
それでは， 新型コロナウイルスでは

スーパースプレッダーが存在しているの
でしょうか．中国， 韓国， イタリア， 米国
の感染拡大から想像すると，スーパース
プレッダーがいると考えてもよいかもし
れません．報道によれば，中国と英国で
スーパースプレッダーが確認されたそう
ですが，学術論文では記述がありません．
ただ，イスラム教の巡礼は濃厚接触が起
こりやすく， 世界各国から集まり各国に
帰国することがスーパースプレッド現象
を起こしやすいという記事がLancet誌に
掲載されました （S. H. Ebrahim， Z. A.

Memish， Lancet， DOI：10.1016/S0140–

6736（20）30466–9）．そのことを危惧して， 

実際にイスラム教の巡礼は一時的停止に

見てみましょう．「気体中に浮遊する微
小な液体または固体の粒子をエアロゾル
（aerosol）といいます」と書かれていま
す（https：//www.jaast.jp/new/about_

aerosol.html）．エアロゾルの直径は1 

nmから100 µm （5桁の違い！） まで， 幅
広い粒子があります．つまり， ウイルス
単独（飛沫核の状態）でも，ウイルスが
水分に覆われていても（飛沫）エアロゾ
ルなのです．したがって，もしエアロゾ
ル感染という用語が科学的に使われるな
らば，空気感染と飛沫感染の総称といえ
ます．しかし，先述のように空気感染と
飛沫感染は分けて考えた方がよいので，
エアロゾル感染という言葉は使わない方
がよいでしょう．新型コロナウイルスが
空気感染するか否かについては今後の研
究を待ちたいと思います．

新型コロナウイルスが空気感染するの
か，非常に気になるところです．空気感
染はその名のとおり空気中を漂うウイル
スを吸込み感染する様式をいいます．空
気感染する代表ウイルスは麻疹ウイルス
です．一方，飛沫感染はクシャミなどに
含まれるウイルスを吸込み感染する様式
を指します．空気感染と飛沫感染の違い
はどこにあるのでしょうか．まず，ウイ
ルスがクシャミ中に含まれている水分に
覆われていてその直径が5 µm以上のも
のを飛沫とよびます．飛沫は水分を含ん
でいるために2～3 mしか飛ばず （個人差
は当然あります）， 地面に落下していきま
す．一方，水分がなくウイルスだけに

ウイルスに感染した人は， 多くの人に
感染させてしまうのではないか，と考え
るでしょう．一人の感染者が周囲の人に
感染させてしまうおおよその人数がわ
かっています．それを基本再生産数 （R0） 
といいます．たとえば， 麻疹ウイルスは
空気感染するのでR0は12～18といわれ
ています．つまり， 麻疹に感染した人が
治癒するか死亡するまでに12～18人の
未感染者に感染させるということです．
風疹は5～7， インフルエンザは2～3で
す．SARSは2～5といわれていますが，
もっと多くの人に感染させてしまう感染
者の存在が明らかになりました．その人
のことをスーパースプレッダーとよんで
います．便宜上， スーパースプレッダー
は10人以上に感染させる感染者， と定義

新型コロナウイルスを知ろう

きずに駆逐され，宿主域を広げることが
できず， RNAウイルスらしさがなくなっ
てしまいます．そこで，コロナウイルス
は厳密さを捨て， ある程度の変異を許す

ようなシステムをもつようになりまし
た．このように考えると，「コロナウイ
ルスは巧妙に変異する」という表現が適
しているかもしれません．SARSコロナ

ウイルスやMERSコロナウイルス，今
回の新型コロナウイルスも，このような
巧妙な変異によって種を超えた感染が可
能となったのです．

2003年シンガポールで，一人のSARS
感染者から2カ月の間に172人へ感染
が波及した．
図 2　スーパースプレッダーによ

る感染拡大（CDC・MMWR，
2003年5月9日を参考に作成）
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ウイルスの検査では， ①ウイルス粒子 

（抗原）， ②ウイルスゲノム （遺伝子）， 
③ウイルスに対する抗体， のいずれかを
検出します．新型コロナウイルスの検査
は， ②ウイルスゲノムをPCRで検出し
ています．PCRは polymerase chain 

reactionの略です．PCRの原理を簡単に
説明します．現代の科学技術では，確実
に一つのウイルスゲノムを検出できる方
法がありません．PCRはウイルスゲノ
ムを増幅して検出する方法です．新型コ
ロナウイルスだけを増幅できるプライ
マーを使い， Taqポリメラーゼという
DNA合成酵素が大量にウイルスゲノム

新型コロナウイルスはおもに鼻から
感染します．どのような経路をたどって
肺に到達するのか見てみましょう （図
3）．私たちが息を吸うときに，空気は鼻
腔に入り， 咽頭， 喉頭， 気管， 気管支を
経て細気管支の先にある肺胞に到達しま
す．肺胞では酸素と二酸化炭素の交換を
行い，酸素を取込みます．飛沫感染や空
気感染するウイルスは，人が積極的に空
気を吸込むという行為を利用して，私た
ちの体に侵入してきます．ウイルスの感
染はよく鍵と鍵穴の関係で説明されま
す．鍵がウイルス表面のタンパク質で， 
新型コロナウイルスの場合にはスパイク
タンパク質 （突起） です （図1参照）．こ

の一部分を増幅します．理論的には
PCRを用いると1000万倍くらいまで増
幅されるので，可視化できるようになり
ます．このように， PCR検査ではウイル
スゲノムの一部分を増幅することにより
可視化できれば陽性と判断されます．

PCRは， 1983年 Dr. Kary Mullisがカ
リフォルニアをドライブしていたときに
思いついたという有名なエピソードがあ
り， 約35年の歴史がある， 検査や研究で
広く使われている方法です．Dr. Mullis

はその功績が認められ1993年にノーベ
ル化学賞を受賞し， 昨年 （2019年） 亡く
なりました．現在， PCRには数え切れな
いほどの変法があります．多くのPCR

は， 10分子以上あれば確実に検出できま
す．つまり，10分子より少ないとウイ

ルスゲノムが存在していても陰性と判断
されてしまうこともあります．これは現
代科学の限界なのです．PCRは検査法
を構築しやすいので， 新型コロナウイル
スの検査として最初に導入されました．
今後， ①ウイルス粒子 （抗原） を検出で
きるイムノクロマト法や， ③ウイルスに
対する抗体を検出するELISA法が開発
されると考えられます．ウイルス検査で
は， ウイルスゲノムと抗体をセットで検
出すると確実性が高まります．ウイルス
が体内から駆逐されるとウイルスゲノム
は消失しますが，抗体は長年にわたり体
内でつくられます．新型コロナウイルス
が終息した後に抗体を測定すると，何
パーセントの人が感染していたかを知る
ことができます．

なりました．スーパースプレッダーは特
殊な体質の人と想像しがちですが，巡礼
がスーパースプレッド現象を生みやすい
ことを考えると，環境が大きな要因であ
ることがわかります．確かに， SARSで
はスーパースプレッダーからのウイルス
排出量は多いことが指摘されていまし

た．しかし，スーパースプレッダーが無
人島に一人で生活しても誰にも感染させ
ることはありません．スーパースプレッ
ダーがスーパースプレッダーになるため
にはまわりに多くの人がいることや，狭
い空間であること，密室状態であること
などの環境要因が重要になります．日本

においてスーパースプレッダーが関与し
た疑いがある事例は，クルーズ船「ダイ
ヤモンド・プリンセス号」の船内におけ
る感染拡大です．後の研究でスーパース
プレッダーが関与していたか否か，明ら
かになるでしょう．

図3　人の呼吸器系
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の鍵が細胞表面の鍵穴であるアンギオテ
ンシン変換酵素Ⅱ （ACE–2） にぴったり
はまったときに，ウイルスは侵入を開始
できるのです．この鍵穴のことを受容体 

（レセプター） といいます．実際には
ACE–2は穴ではありませんが， このこと
からわかることは，ウイルスは受容体の
ある細胞にのみ感染できるということで
す．たとえば， C型肝炎ウイルスは受容
体のある肝細胞に感染して肝炎を起こし
ますが，心臓には受容体がないので感染
できません．受容体の存在は感染できる
臓器を特定するといえます．このように
考えると， 新型コロナウイルスの受容体
であるACE–2は肺胞に発現しているの
で肺炎を起こすと想像できます．ところ
が，私たちの体の中でACE–2が群を抜
いて多く発現しているのは精巣の細胞で
す （https：//en.wikipedia.org/wiki/

Angiotensin–converting_enzyme_2）．新
型コロナウイルスが不妊の原因になるか
もしれない，という報道はこの理由で

す．精巣の細胞でACE–2が発現してい
る事実がある以上，簡単には否定できま
せん．今後の研究を待ちたいところです．
最後に， 新型コロナウイルスの感染に

よる肺炎を重症化させないためにどのよ
うな点に気をつければよいのかを考えて
みましょう．まず，肺炎は繰返し起こり
やすい疾患なので，過去に肺炎になった
人は，新型コロナウイルスが感染すると
肺炎になりやすいといえます．肺炎によ
り体が衰弱することが致命的になってし
まう高齢者は，感染しないように気を配っ
てください．また，タバコの吸いすぎは
肺炎の高いリスクになります．タバコな
どの有害な物質を吸い続けるとCOPD

（慢性閉そく性肺疾患）になりやすくな
ります．COPD患者は気管支が狭くなる
とともに肺組織の損傷も重なり，進行す
ると酸素吸入が欠かせなくなります．さ
らにウイルスや細菌が感染することで病
状が悪化してしまいます．この機会に禁
煙に挑戦するのもよいかもしれません．

では， なぜ新型コロナウイルスが肺胞
を構成する細胞に感染すると肺炎を起こ
すのでしょうか．重度の肺炎は肺の中に
水がたまり， 溺れたような状態になって
いるといわれます．私たちの体はウイル
スに感染した細胞を排除しようとしま
す．このように免疫が正常に働くとウイ
ルスを排除して健康な体に戻れます．し
かし，ウイルスの活動が活発になりすぎ
ると， 過剰な免疫反応を誘導して，さま
ざまなサイトカインを産生するサイトカ
インストームがひき起こされます．サイ
トカインはある種の細胞から分泌される
タンパク質であり，細胞の相互作用に関
係する生理活性物質の総称です．肺で炎
症性のサイトカインが過剰に放出される
と体液が滲出します．このようにして肺
に水がたまった状態が重度の肺炎です．
上記のように肺では盛んに酸素と二酸化
炭素の交換が行われますが，肺に水がた
まるとこの交換を行うことができず呼吸
困難に陥ってしまいます．

新型コロナウイルスを知ろう
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