
現在の緊急性
伝染病・パンデミック感染症に対する流れ

を変えるために



35億米ドルの行動
計画
2020年、世界は目に見えない敵新型コロナウイルス
（COVID-19）に屈服させられました。経済全体がロック
ダウンされました。世界の市場から何兆米ドルものお金
が消え、何億人もの雇用が失われ、何十年にわたって開
発してきた事が水の泡となりました。2021年初頭までに
1億人以上が感染し、200万人以上が死亡しました。この
壊滅的なパンデミックの波及効果は何世代にもわたって
続くでしょう。このような壊滅的な状況が再び起こらない
ようにするためには、パンデミックから得られた政治的意
志、実際の経験、技術的および科学的進歩という稀有な
組み合わせを活用することが重要です。

しかし、何もしなければ、壊滅的な状況になるでしょう。私
たちは幸運にも、COVID-19はコロナウイルスによって引
き起こされ、関連するコロナウイルスに対するワクチンに
関する長年の研究成果を基に、このウイルスに対する非
常に効果の高いワクチンを迅速に開発することができま
した。しかし、新しい病原体（突然変異が激しく、感染力が
強く、致死性が高い)に対するワクチンの開発は、はるか
に長い時間がかかる可能性があります。COVID-19にして
も、最新のワクチンでは問題になっています。というのも、
新たな亜種が出現し、過去に感染したことのある人が再
感染し、ワクチンやモノクローナル抗体治療などの対策
の効果が大幅に低下したり、役立たなくなったりしている
からです。
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染症は私たちの生活様式に対する本質的な脅威
です。

これは最初のものではなく、私たちが劇的な行動を取らない限り、21世紀最後の
パンデミックにならないでしょう。しかし、人類が直面する他の大きな脅威とは異
なり、私たちには将来のパンデミックが発生するリスクを大幅に減らし、さらには
撲滅するための手段があります。10年前には、このような野心はユートピアのよう
に思われていましたが、10年の技術開発を12ヶ月以内に圧縮した現在では、私
たちが行動を起こせば、十分に現実可能なのです。

CEPI（感染症流行対策イノベーション連合：Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations）は、次の５ヶ年計画を実施するために35億米ドル
の資金調達を目指しています。COVID-19の変異種の脅威を軽減するために、こ
の計画の主要な要素を現在実行しており、2021年にこの35億米ドルの一部を集
めることを目指しています。COVID-19変異体に対する次世代ワクチンの開発を
開始するR&Dプログラムを既に開始しており、免疫の耐久性、混合ワクチンレジ
メンの有効性、妊婦などの脆弱な集団におけるワクチンの有効性に関する重要
な科学的問題に答えるための研究を計画しています。また、複数のCOVID-19変
異体やその他のコロナウイルス種を防御できるワクチンの開発計画を進めてい
ます。

健康安全保障への投資を拡大しようとしている国々にとって、CEPIはグローバル
な視点、実績、迅速な対応、そして幅広い分野でのパートナーシップを提供するこ
とができます。また、CEPIは、ワクチン開発者、製造業者、各国政府、慈善団体、市
民社会、グローバル保健機関の連合としての独自の結び付けの役割と、広範なネ
ットワークを活用して、国家では不可能な方法で資源を集め展開することもでき
ます。

CEPIがCOVID-19への対応において果たしている重要な役割は、ワクチンを開
発し、公平なアクセスを促進、新しい効果的な多部門パートナーシップを構築する
ために必要な能力、関係者、専門知識を結集するのに適した立場にあることを示
しています。

CEPIは、最初5年間で築き上げた強固な成果と基盤を基に、世界的な伝染病と
パンデミックのリスクを大幅に削減するために、以下に説明する一連の野心的な
プログラムを開始します。
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ワクチン開発期間を100日に短縮

DCOVID-19の期間中、SARS-CoV-2遺伝的配列が公開されてから、最初のワク
チン候補の第3相臨床試験データが規制審査に提出されるまでの時間は314日
でした。しかし、COVID-19のような脅威に対して、これはあまりにも長すぎまし
た。私たちの「ムーンショット（困難とされるが、実現すれば大きなインパクトをもた
ら目標）」は、この期間をわずか100日に圧縮することです。

この予定がCOVID-19パンデミックの間に達成されていれば、規制審査は2020
年4月に開始されており、ファイザー社・ビオンテック社がmRNAワクチンで達成し
た10ヶ月半よりも7ヶ月速かったでしょう。ワクチンは、より早く緊急使用の準備が
できていた可能性があり、何百万人もの死者と数兆ドルの経済的損害を回避で
きたかもしれません。6,700万人以上の症例が確認された2020年12月8日に最
初の接種が行われるのではなく、380万未満の症例が確認された5月8日に開始
されたかもしれません。 1

緊急ワクチンの開発期間をこの程度まで短縮するには、プロトタイプの病原体に
対するワクチン候補の開発と試験への多大な先行投資、主要なプラットフォーム
技術に対する規制当局の深い理解と安心感、遺伝子配列の迅速な公開、検体の
収集と普及のしっかりとした調整、臨床試験プロトコルとネットワークの準備、開
発プロセスの各段階の正確な実行、事前に確認した製造能力の利用などが必要
となります。

100日間でのワクチン開発は野心的な目標ですが、人類を襲う伝染病やパンデミ
ックのサイクルを断ち切るには、達成しなければなりません。

1 https://covid19.who.int/ 03



コロナウイルスによる脅威を排除

コロナウイルスは現在、パンデミックの可能性を実証しています。重症急性呼吸器
症候群（SARS）や中東呼吸器症候群（MERS）をの原因となるコロナウイルスは、
致死率が10〜35%（COVID-19の5〜16倍）とされておりの、コロナウイルスは病
原体保有動物に広く伝わる事がわかっています。COVID-19の感染性とSARSや
MERSの致死性を兼ね備えたコロナウイルスが出現すれば、文明を破壊するでし
ょう。コロナウイルスがもたらす脅威を排除することは、世界的に最も緊急性の高
い課題です。

したがってCEPIは、最終的には汎コロナウイルス感染症ワクチンの開発を最終
目指として、コロナウイルスを幅広く防御するワクチンの開発プログラムを開始し
ます。CEPIは、COVID-19で検証されたワクチン技術を基に、コロナウイルス免疫
学とウイルス進化に関する理解を深め、構造生物学者の協力を得て、コロナウイ
ルス科の弱点を特定します。CEPIは、コロナウイルスを広く防御するワクチンの開
発が世界共通の優先事項であり、パートナーと緊密に協力してこの分野の研究
を可能な限り迅速に進めることを期待しています。

CEPIは、将来のコロナウイルスの脅威に備えるため、GISAIDイニシアチブ、
英国公衆衛生庁、およびイギリス国立生物学的製剤研究所との協力を開始
し、COVID-19のシーケンスのリアルタイムでの世界的な追跡と検査を強化する
ことにより、将来のコロナウイルスの脅威に備える取り組みを開始しました。この
ウイルスの場合、このシステムはウイルスの変異株（B.1.1.7株、B.1.351株、および
P.1株など）の出現を監視する上で極めて重要になります。ウイルスの生物学的に
重要な領域に変異または変化を有する株は、ワクチンの有効性や自然由来免疫
に影響を与える可能性があるかどうかを判断するためにテストされます。ウイルス
の進化を長期的に監視する事で、次世代ワクチンの開発や、ウイルスが流行した
際の管理戦略に役立てる事ができるでしょう。
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ワクチン開発をスピードアップを目指したワクチ
ン候補ライブラリーの開発

25のウイルス科から約260種のウイルスがヒトに感染することが知られており、こ
れらのウイルス科からまだ発見されていない160万種以上のウイルスが、ウイル
ス性人獣共通感染症の最も重要な病原体保有体である哺乳類や鳥類の宿主に
存在すると推定されています(図1)。2 

すべてのウイルスに対するワクチンを開発することはできませんが、これらの重要
なウイルス科の代表的な病原体に対するプロトタイプワクチンやその他の生物学
的介入のライブラリーを作成することはできます。MERSの研究とそれに対するワ
クチンの開発が、COVID-19に対するワクチンの開発を急速に進めることを可能
にしたのと同様に、代表的な病原体に対するプロトタイプワクチンの開発は、新た
に出現する関連する脅威に対するワクチンの開発を大幅に促進する事ができま
す。このアプローチをとることで、新しいワクチンの研究開発期間を大幅に短縮す
るとともに、関連する脅威に対するワクチンを規制当局に周知させることができる
と考えています。プロトタイプ病原体に関する研究は、100日間でのワクチン開発
という目標を達成するための重要な手段だと考えています。

2 https://science.sciencemag.org/content/359/6378/872.full?ijkey=FHQ2jxklB/
dD2&keytype=ref&siteid=sci

3 https://www.nature.com/articles/nature02759
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図1: 新興・再興感染症の挑戦

赤は、新たに出現した病気。青は、再出現/復活する病気。黒は、「意図的に出現する」病気。
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ワクチン候補のライブラリーを開発するには、多額の資金投資と人材の確保が
必要です。候補者の選定は重要であり、時間をかけて徐々に拡大していくことが
できます。急速に進めるためには、これは世界共通のプロジェクトにする必要が
あります。

CEPIのCOVID-19に対する迅速な対応は、このアプローチによって何が達成で
きるかを示唆しています。COVID-19が発生したとき、CEPIは準備が整い、ワク
チン開発を支援する準備ができていました。COVID-19の遺伝的配列は2020年
1月11日に発表されました。1月23日までに、CEPIは、この新しい病原体に対す
るワクチンの開発を加速するための最初の3つのプログラムを開始しました。こ
の時、世界中でわずか581例のウイルスが確認されていました。4 

CEPIは、コロナウイルスを深刻な脅威として既に特定し、MERSに対するワクチ
ンの開発に1億4000万米ドル以上を投資していたため、このような敏捷性を持っ
て動くことができました。COVID-19の発生から数週間の内に、CEPIのMERSワ
クチン開発パートナーのほとんどが、新型ウイルスの研究に軸足を移していまし
た。CEPIは以前から、新しい病原体に対するmRNAワクチンを含む迅速な対応
プログラムに5,000万米ドル以上を投資してきました。これらのプログラムも、新
しい病原体に対応するために方向転換しました。これらの初期投資から、CEPI
はCOVID-19ワクチン候補の世界最大のポートフォリオを確立し、世界保健機関

（WHO）とGaviワクチンアライアンス（Gavi）と協力して、COVAXを通じてポート
フォリオ内の候補を世界的に入手可能にし、2021年末までにパンデミックの急性
期の終わりを早めました。

4 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123-
sitrep-3-2019-ncov.pdf?sfvrsn=d6d23643_8

低所得国の保護と強化

COVAXは、2021年に191の参加国と対象国が20億回以上のCOVID-19ワクチン
を入手できる契約を締結することができましたが、パンデミックの破壊的被害は
依然として、低中所得国（LMICs）に特に大きな打撃を与えます。

これらの国の多くでは医療システムがの脆弱であり、ワクチン開発に必要な資金
を調達したり、独自に開発を進めたりする手段が限られているため、LMICの人
々は高いリスクにさらされています。したがって、このような新たな感染性の脅威
に対処するための回復力と能力を構築するために、これらの国 と々協力すること
が急務となっています。
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CEPIのビジョンは、ワクチン開発を進めるために必要な疫学的および臨床的研
究を行うためのインフラや専門知識を開発し、技術移転を支援し、国や地域の製
造能力を向上させることで、これらの国々が国民の健康の安全を全面的に担う
事ができるようLMICsを支援する事です。

LMICsと協力して国や地域の研究開発能力を高め、CEPIが支援するイノベーシ
ョンへの公平なアクセスを可能にすることで、持続可能な開発目標（SDGs）、特
に目標3「すべての人に健康と福祉を」に大きく貢献することができます。CEPIは
また、チクングニア熱、エボラ出血熱、ラッサ熱、MERS、ニパウイルス、リフトバレ
ー熱などの既知の高リスク病原体に対するワクチンの開発を引き続き支援し、そ
の有効性を評価し、脆弱な人々を保護するために、発生時に使用するワクチン候
補の治験用備を作成します。

COVID-19で見てきたように、新興感染症は、低所得者と高所得国の両方の健
康の安全と経済の安定を脅かす可能性があります。したがって、伝染病およびパ
ンデミックの可能性のある病原体の影響を予防し、軽減するためのCEPIの活動
は、他のほとんどのSDGsの目的を補完することになります。
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世界がCEPIを必要とする理由

今こそ、世界が一丸となって、伝染病およびパンデミックに対する歴史的な反応を
特徴付けてきたパニックと放置の連鎖を断ち切るべき時です。COVID-19は世界
に壊滅的な打撃を与えましたが、共通の脅威に対するワクチンやその他の生物
製剤の開発を促進するため、国際協力のルネッサンス（復興）の先駆けとなりまし
た。

世界がCOVID-19から回復するにつれて、政府と民間企業が世界的な伝染病や
パンデミックへの備えに長期的なコミットメントを行う パンデミック後のコンセンサ
ス が生まれてくるでしょう。その幅広いコンセンサスの中で、CEPIは画期的な研
究開発に投資し、その投資を公平なアクセスへのコミットメントと結びつけ、官民
連携による協力を促進することで、新たな脅威に対応する世界の能力を変革し
ていきます。

CEPIはCOVID-19への対応でその有効性を実証しました： CEPIは5ヶ月の間
に、COVID-19ワクチンの世界最大のポートフォリオを作成しました。しかし、世界
の研究開発システムは依然として断片的であり、この分野における主要アクター
の役割と責任を明確に定義して、効率を最大現に高め、迅速な対応を可能にす
る必要があります。CEPIは、世界的な研究開発協力と科学イノベーションのため
の組織力として機能することで、世界は伝染病やパンデミックが人類の存在を脅
かすことのない未来を手にいれる事ができます。

CEPIは、COVID-19のように伝染病が制御不能に陥るリスクを人類が排除する
のに役立ちます。パンデミックによる人的および経済的損失の大きさを考えると、
このような世界的な保険は非常に有効です。
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CEPIの戦略的優先
事項

既知の伝染病やパンデミックの脅威に備える

CEPIは、優先すべき病原体やCOVID-19に対するワクチン開発の実績を基に、
最も顕著な既知の脅威に対するワクチンや有望な生物製剤を開発し、可能な
限り市場の力を活用し、不十分場合は重要な触媒投資を行います。

次の新しい脅威への対応を変革する

CEPIは、技術及びシステムの革新を活用して、新興感染症に対する世界的な
脆弱性を大幅に減らすことで、次の新たな脅威への対応を変革します。 

世界的なコラボレーションを結び付けて強化す
る

CEPIは、パンデミック後のコンセンサスと、より強固で効果的なグローバルな準
備と対応体制の構築を支援することにより、グローバルな連携を強化拡大しま
す。

CEPIの資金によって開発された製品がその可能性を発揮するためには、事前
に合意されたガバナンス、資金調達、割り当て、および流通メカニズムを備えた
システムを通して、最終的な使用を管理する必要があります。CEPIはすでにパ
ンデミック後のコンセンサスの形成に貢献しており、誰も置き去りにすることなく
迅速に対応できる準備の整ったエコシステムを作り出しています。

1

2

3
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35億米ドルでCEPI
は...

備える

COVID-19
β-コロナウイルスに対する広範な防御性を有するワクチンの開発に向けた
第２波候補の開発と研究の加速

チクングニア熱
WHO事前認定を受けた認可ワクチン

エボラ出血熱
ワクチン候補の臨床試験プログラム完了

ラッサ熱
定期的な予防接種のためのフィールド有効性試験に基づく認可ワクチン

MERS
地域的な発生を制御し、MERSの研究開発をより広範なコロナウイルスポ
ートフォリオに統合するためのワクチン備蓄の開発

ニパニパウイルス
認可ワクチンまたは予防的モノクローナル抗体

リフトバレー熱
前臨床概念実証検査の完了

$0.78bn

$1.1bn
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変革

疾患X
様々なウイルス科を対象とした「ワクチンのライブラリー」を作成し、関連するウ
イルスが発生した場合に適応できる迅速な対応プラットフォームを用いて、第1
相を通じてこれらのワクチンを開発する。

製造イノベーション
特にLMICsの環境で、伝染病やパンデミックへの対応を加速させ、ワクチンや
その他の生物学的対策の生産を拡大する事ができる製造イノベーションの開
発。

結び付け

製造ネットワーク
主要メーカーとの戦略的提携、グローバルな製造能力の向上に対する協調的
投資。

グローバル研究ネットワーク
ワクチンの迅速な開発に不可欠なラボの能力、アッセイ、動物モデルのグローバ
ルネットワークを確立。

パンデミック後の協力な世界的連合
CEPIは、あらゆるレベルの国、産業、官民、グローバルヘルスパートナーを結び
つけ、ワクチンを開発し、準備と公平なアクセスへのコミットメントを構築します。

35億米ドルでCEPI
は...

$1.37bn

$0.2bn
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伝染病やパンデミックは、単に公
衆衛生上のリスクというだけで
はなく、現代社会の存亡に関わる
脅威と捉えなければなりません。
それらは、協調的かつ集団的な
世界的な対応を必要とする国境
を超えた脅威なのです。
リチャード・ハチェット博士、CEPI最高経営責任者
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ウイルスに対する効果的なワクチンは、記録的な
時間で開発されました。CEPIは、この開発を大幅
に加速しました。そして、COVAXを通じて、CEPIは
世界中の人々にこれらのワクチンを世界中の人々
に届けられるよう助力しています。
ドイツの組織や科学者もCEPIと緊密に協力して
います。力を合わせるほど、COVID-19との戦いや
あらゆる種類の感染症に対する戦いが有望にな
ります。

ドイツがCEPIの立ち上げを支援し、4億4000万ユ
ーロを寄付して支援したのはこのためです。私た
ちは、世界が流行やパンデミックの脅威に迅速に
対応できるようにする必要があります。
ドイツは、創設メンバーとして、CEPIを引き続き支
援します。

アンゲラ・メルケル 連邦首相
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ノルウェーはCEPIの創設メンバーであることを誇
りに思っています。パンデミックに伴い、CEPIの重
要性はこれまで以上に高まっています。すべての
人がワクチンを確実に入手できるようにすること
は、贅沢ではなく、必要なことです。新たな変異種
の出現は、『みんなが安全になるまで誰も安全で
はない』ということを教えてくれます。突然変異は、
ワクチン開発への継続的な投資の必要性を明確
に示しています。ノルウェーは、CEPIをはじめとす
るグローバルヘルスに必要な基礎的要素に引き
続き力を注いでいきます。どちらかといえば、今回
のパンデミックは、私たち全員に、より良い準備と
対応を必要としていることを思い出させました。
私たちは長い間、この議題に注力してきました。今
はあきらめる時ではありません。ノルウェーは継続
的なサポートを約束します。

エルナ・ソルベルグ、ノルウェー首相
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CEPIは、世界の科学コミュニティが1年足らずで
COVID-19ワクチンを開発するという、信じられ
ないようなこと実現するのを助けてきました。適
切な支援により、CEPIはイノベーションを加速
させ、画期的な成果を達成し続け、誰もが命を
救うワクチンを公平に入手できるようになるで
しょう。

ビル・ゲイツ、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団共同議長
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その使命に忠実に、COVID-19危機が発生したと
き、CEPIは目標に向かって立ち上がりました。世界
最大のCOVID-19ワクチンのポートフォリオを確立
し、COVAXを共同で作成し、20億回分以上のワク
チンの公平な入所を可能にしました。COVID-19の
壊滅的な影響は今後何年にも渡って続くでしょう
し、このパンデミックを終わらせるために国際社会
が結集する一方で、私たちは次の『疾患X』に備える
ために必要なツールとインフラを構築するために、
今行動しなければなりません。
CEPIの35億米ドルの計画は、この目標を達成でき
るだけでなく、伝染病やパンデミックがもはや人類
の存亡に関わる脅威ではなくなる未来への礎とな
るでしょう。

ジェーン・ハルトン、CEPI取締役会長
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CEPIとCOVAXパートナーは、世界最大の世界的
な予防接種キャンペーンを展開し始めました。エ
チオピアはCEPIの誇り高いメンバーであり、新た
な流行の脅威に対するワクチンの開発をスピード
アップするという使命を全面的に支持しています。
私たちはアフリカで初めてCEPIと提携し投資を行
った国であり、来年他の多くの国がこれに続くこと
を願っています。私たちは、科学の力でこのウイル
スの問題に対処してきましたが、公平な入手への
取り組みも同時にしっかりと進めていかなければ
なりません、すべての人が安全になるまで、誰も安
全ではないのですから。今後、エチオピアはCEPI
と協力して、アフリカの新興感染症の予防、検出、
対応能力を強化していきます。

リア・タデッセ博士、エチオピア連邦民主共和国保健省国務大臣 
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