
東京大学保健・健康推進本部教授
柳　元　伸太郎

（聞き手　山内俊一）

　ウイルスが宿主対宿主で感染するということは一般医師では常識と思います。
新型コロナウイルスが閉鎖空間でエアロゾルになって感染することは理解でき
ますが、ドアの取っ手や手すりなどから何日もたって感染したという事例は多
いのでしょうか。
　また、入院病棟のクラスターに比べて、外来でのクラスターはあまり聞きま
せんが、実際についてご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

COVID-19の感染経路

　山内　ウイルスの感染経路に関して
の質問です。飛沫感染、空気感染、接
触感染、頭の中では整理されています
が、例えば飛沫感染と空気感染の境目
はあるのかといったあたりから教えて
いただけますか。
　柳元　飛沫感染と空気感染に関して
は、おっしゃるように非常にあいまい
で、オーバーラップしている部分があ
るかと思います。決定的な違いは、空
気感染の場合には非常に小さい飛沫核
が長時間空気中に漂っていてもなお感
染性が維持されていることで、これが
空気感染の特徴になると思います。代
表的な病気としては結核や麻疹、水痘

が該当します。飛沫感染の場合は、咳
やくしゃみで飛ぶ鼻水、唾液の飛沫が
直接相手の粘膜に入ることで感染を起
こすので、粒子の大きさが違う。結果
的に飛行時間は飛沫感染の場合には極
めて短い時間、限定された距離になる。
空気感染の場合には、空気中を漂って
いるので、空間をともにする方にも感
染が起こりうるという違いがあると思
います。
　山内　わかりにくいのですが、ウイ
ルスは非常に小さいですね。小さいも
のというのは空気中を漂っていくので
はないかと、結局すべて空気感染にな
りそうですが、そうでもないという、

ここはどう解釈したらよいでしょうか。
　柳元　患者さんから病原体がどのよ
うに出ていくかですが、ウイルスがそ
のまま目や鼻、口から出ていくのでは
なくて、咳やくしゃみのしぶきに乗っ
て、体の外に出ていくのが基本になり
ます。この際、非常に小さい粒子、あ
るいは大きい粒子でも、蒸発などでだ
んだん空気中に拡散していく過程で、
小さい粒子になってもなお感染性を持
っているようなものが空気感染を起こ
すウイルスです。そこまでいってしま
うと感染性が維持できないようなもの
は飛沫感染にとどまるというあたりが
違いです。おっしゃるようにウイルス
は非常に小さい粒子ではあるのですが、
実際に環境中に出ていく過程では、ヒ
トの咳やくしゃみを利用して広がって
いくので、病原体が細菌かウイルスか
ということよりは、その後、どのよう
にして拡散していくか。拡散した後も
感染性があるのか。この辺が違いにな
ってくるかと思います。
　山内　もう一つですが、何かに乗っ
て出るにしても、ウイルスは結局どこ
かに着地すると考えられるので、そこ
にウイルスがいることは間違いないで
すね。わかりにくいのは、例えばこの
質問にありますが、ドアノブや手すり
に付着したウイルス、これは結局また
手で触って、それをまた口に持ってい
ってしまってということになりますと、
あらゆるウイルスが接触型ではないの

かという気もしますが、いかがでしょ
うか。
　柳元　接触感染が特に問題になるの
は、病原体がドアノブなどに付着した
後に一定時間以上、感染性を持って生
存できる、ここがポイントになると思
います。ごく短時間で活性を失ってし
まって感染性がなくなるような病原体
では、今懸念されたような経路での感
染は起こりにくいと思いますが、数時
間から数日、物に付着した後でも病原
体が生き残れる場合には、あとからそ
れを触った方が自分の手で自分の体に
持ち込んでしまうことが十分に起こり
うる状態になります。そういったかた
ちの接触感染のリスクは、病原体が物
の上でどういう状態で、どれぐらいの
時間維持できるか、この辺がキーにな
るかと思います。
　山内　基本的にはウイルスの生存期
間という話になるのですね。生存期間
はウイルスによってかなり異なるもの
なのでしょうか。
　柳元　いろいろな研究がされていま
す。実験的な研究が多いのですが、数
時間程度で感染性を失ってしまうもの
から、８日、９日といった長期間にわ
たって感染性を維持するようなものも
あります。ですので、病原体の性質に
よっていろいろそこは違ってくるかと
思います。
　山内　あとは環境でも随分生存期間
は変わってくるのでしょうね。
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　柳元　はい。例えば温度や湿度がウ
イルスの生存に適した少し乾燥ぎみの
場合で、ウイルスの種類にもよるよう
ですが、体温の周辺ぐらいまでの温度
だと、ウイルスは長い時間生存できる
ようです。あとは、実験的環境ですと、
少し温度が低いほうが長く生きるとい
う報告もあります。
　山内　温度に関しては適温があるの
ですか。
　柳元　そうですね。
　山内　乾燥状態のほうがウイルスに
とっては生き残りやすいと考えてよい
のですね。
　柳元　これまでの報告では、多くの
場合、そうなっています。
　山内　ちなみに、ウイルスは細胞で
はありません。生きている、死んでい
るという定義は何かあるのでしょうか。
　柳元　基本的にはこの文脈で生きて
いる、死んでいるという話をするとき
には、続けての感染性があるのかどう
かが非常に重要になってきます。新型
コロナウイルスで耳にされている方が
多いかと思いますが、遺伝子を調べる
PCR検査、こういったものは遺伝子の
断片であったり、死んだウイルスであ
ってもPCRがかかった場合には陽性と
いう結果になるので、そういった検査
だけで生きているかどうかまでは確認
ができません。ですので、例えばある
試料、ドアノブのぬぐい液などを細胞
にかけて感染が成立するかどうかとい

うことまでを試さないと、そこにいた
ウイルスが生きていたかどうかまでは
確認ができません。
　山内　感染力があるものを生きてい
ることにすると考えてよいのですね。
　柳元　そうですね。そのように考え
られています。
　山内　日本で発生した客船などの事
例がありますが、例えばドアノブでは
どの程度生きているか、あるいはもう
感染力を失っているかといった検証は
なされたのでしょうか。
　柳元　客船の話で申しますと、国立
感染症研究所が乗客が退去した後に、
600カ所ぐらいから検体を取って、そ
のうちの１割ぐらいで、先ほど申し上
げたPCRのようなかたちでウイルスが
検出されたことが報告されています。
ただ、実際には検出された検体で細胞
にウイルス感染を確認することはでき
なかったようです。
　山内　ちょうどお話に出てきました
が、ウイルスは実験室で細胞のように
培養、というわけにいかないと思いま
す。ウイルスの場合は培養細胞を使っ
て維持していくと考えてよいのですね。
　柳元　おっしゃるとおりです。ウイ
ルスによって多少細胞を選り好みしま
すが、ウイルスを増殖させるのに使え
る細胞があるので、それを使ってウイ
ルスを殖やしたり、その後の実験に用
いたりしています。
　山内　少し話が戻りますが、会話を

していて、唾液などで、例えば食べ物
の表面に落ちていったウイルスをまた
口にしてしまったら、実際は接触感染
的にうつるのではないかという懸念も
ありますが、これはいかがなのでしょ
うか。
　柳元　おっしゃるようなことは懸念
されます。ただ、実際に感染者の唾液
から出たウイルスが食べ物の上で生き
ているかどうかに関して申しますと、
食べ物が非常に熱かったりする場合に
は、なかなかウイルスが生きた状態で
存在するのは難しいかと思います。一
方で、直接口に運ぶものですから、物
の上についた量では問題にならない程
度であっても、直接口の粘膜にたどり
着く可能性はあるので、そういう点で
は食べ物への付着は注意が必要かと思
っています。
　山内　ウイルスにとって食べ物の上
というのは生きやすい場所と考えてよ
いのでしょうか。
　柳元　実際に最適な環境は、スムー
ズな表面、プラスチックのようなもの
のほうがいいと考えられているので、
パンや肉や野菜など、でこぼこしたも
のはひょっとしたら少し生存には不利
な環境なのかと思います。
　山内　アクリル板はかえって危ない

ということはないのでしょうか。
　柳元　アクリル板自体はウイルスの
生存には有利だと思います。ただ、ア
クリル板は我々がその後、触れたり、
なめたりする場所ではないので、ここ
にいくらウイルスがついていても構わ
ないかと思います。
　山内　最後に入院病棟のクラスター
に比べて外来のクラスターはあまり聞
きませんという質問はいかがですか。
　柳元　入院病棟の場合、クラスター
の多くは質問のような接触感染という
より、患者さんをケアする中で非常に
近接して生じるような接触感染であっ
たり、エアロゾル感染、空気感染的な
ものも含めて原因になっていると思う
ので、クラスターが起こる経路がかな
り違うかと思います。あとは、外来で
の新型コロナウイルス感染に関しては
ほとんど耳にしませんが、これは実際
に物からヒトへの感染というのはかな
り少ないことがいろいろな研究で報告
されています。通常の清掃や消毒が行
き届いている環境で、かつ利用される
方も手の衛生に気をつけているという
ことであれば、基本的には安全な環境
と考えていいのではないかと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　柳元　はい。例えば温度や湿度がウ
イルスの生存に適した少し乾燥ぎみの
場合で、ウイルスの種類にもよるよう
ですが、体温の周辺ぐらいまでの温度
だと、ウイルスは長い時間生存できる
ようです。あとは、実験的環境ですと、
少し温度が低いほうが長く生きるとい
う報告もあります。
　山内　温度に関しては適温があるの
ですか。
　柳元　そうですね。
　山内　乾燥状態のほうがウイルスに
とっては生き残りやすいと考えてよい
のですね。
　柳元　これまでの報告では、多くの
場合、そうなっています。
　山内　ちなみに、ウイルスは細胞で
はありません。生きている、死んでい
るという定義は何かあるのでしょうか。
　柳元　基本的にはこの文脈で生きて
いる、死んでいるという話をするとき
には、続けての感染性があるのかどう
かが非常に重要になってきます。新型
コロナウイルスで耳にされている方が
多いかと思いますが、遺伝子を調べる
PCR検査、こういったものは遺伝子の
断片であったり、死んだウイルスであ
ってもPCRがかかった場合には陽性と
いう結果になるので、そういった検査
だけで生きているかどうかまでは確認
ができません。ですので、例えばある
試料、ドアノブのぬぐい液などを細胞
にかけて感染が成立するかどうかとい

うことまでを試さないと、そこにいた
ウイルスが生きていたかどうかまでは
確認ができません。
　山内　感染力があるものを生きてい
ることにすると考えてよいのですね。
　柳元　そうですね。そのように考え
られています。
　山内　日本で発生した客船などの事
例がありますが、例えばドアノブでは
どの程度生きているか、あるいはもう
感染力を失っているかといった検証は
なされたのでしょうか。
　柳元　客船の話で申しますと、国立
感染症研究所が乗客が退去した後に、
600カ所ぐらいから検体を取って、そ
のうちの１割ぐらいで、先ほど申し上
げたPCRのようなかたちでウイルスが
検出されたことが報告されています。
ただ、実際には検出された検体で細胞
にウイルス感染を確認することはでき
なかったようです。
　山内　ちょうどお話に出てきました
が、ウイルスは実験室で細胞のように
培養、というわけにいかないと思いま
す。ウイルスの場合は培養細胞を使っ
て維持していくと考えてよいのですね。
　柳元　おっしゃるとおりです。ウイ
ルスによって多少細胞を選り好みしま
すが、ウイルスを増殖させるのに使え
る細胞があるので、それを使ってウイ
ルスを殖やしたり、その後の実験に用
いたりしています。
　山内　少し話が戻りますが、会話を

していて、唾液などで、例えば食べ物
の表面に落ちていったウイルスをまた
口にしてしまったら、実際は接触感染
的にうつるのではないかという懸念も
ありますが、これはいかがなのでしょ
うか。
　柳元　おっしゃるようなことは懸念
されます。ただ、実際に感染者の唾液
から出たウイルスが食べ物の上で生き
ているかどうかに関して申しますと、
食べ物が非常に熱かったりする場合に
は、なかなかウイルスが生きた状態で
存在するのは難しいかと思います。一
方で、直接口に運ぶものですから、物
の上についた量では問題にならない程
度であっても、直接口の粘膜にたどり
着く可能性はあるので、そういう点で
は食べ物への付着は注意が必要かと思
っています。
　山内　ウイルスにとって食べ物の上
というのは生きやすい場所と考えてよ
いのでしょうか。
　柳元　実際に最適な環境は、スムー
ズな表面、プラスチックのようなもの
のほうがいいと考えられているので、
パンや肉や野菜など、でこぼこしたも
のはひょっとしたら少し生存には不利
な環境なのかと思います。
　山内　アクリル板はかえって危ない

ということはないのでしょうか。
　柳元　アクリル板自体はウイルスの
生存には有利だと思います。ただ、ア
クリル板は我々がその後、触れたり、
なめたりする場所ではないので、ここ
にいくらウイルスがついていても構わ
ないかと思います。
　山内　最後に入院病棟のクラスター
に比べて外来のクラスターはあまり聞
きませんという質問はいかがですか。
　柳元　入院病棟の場合、クラスター
の多くは質問のような接触感染という
より、患者さんをケアする中で非常に
近接して生じるような接触感染であっ
たり、エアロゾル感染、空気感染的な
ものも含めて原因になっていると思う
ので、クラスターが起こる経路がかな
り違うかと思います。あとは、外来で
の新型コロナウイルス感染に関しては
ほとんど耳にしませんが、これは実際
に物からヒトへの感染というのはかな
り少ないことがいろいろな研究で報告
されています。通常の清掃や消毒が行
き届いている環境で、かつ利用される
方も手の衛生に気をつけているという
ことであれば、基本的には安全な環境
と考えていいのではないかと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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