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※ 本資料は、⼤阪 MICE 安全対策推進 E X P O のセミナー受講者の参考までに⽇本語に
翻訳したものです。正確な内容は原⽂（nature 2021 年 2 ⽉ 4 ⽇号）をご確認くださる
ようお願いいたします。 

 

 
 
Update guidance on how coronavirus spreads 
（コロナウイルスの伝播様式の最新のガイダンスの必要性） 
 
Catching COVID-19 from surfaces is rare. The World Health Organization and national 
health agencies need to clarify their advice. 
（モノの表⾯から COVID-19 に感染することはまれである。世界保健機関（WHO）と政府
の保健機関はこの助⾔をわかりやすく説明しなければならない。） 
 

パンデミックに⼊って 1 年が過ぎ、エビデンスが今や明らかとなりました。SARS-CoV-
2 ウイルスは主に空気を通して伝播する、つまり⼈が話をしたり、呼吸をしたりして排出す
る⼤きな⾶沫や⼩さなエアロゾルで感染するということです。モノの表⾯から感染すると
いうのはもっともらしいですが、まれなことと思われます。にもかかわらずいくつかの公共
保健当局は、モノの表⾯が恐怖を引き起こし、しばしば消毒しなければならないことを未だ
強調しています。その結果、今はウイルス拡散を防ぐために優先順位が⾼い⽅法を⽰す時で
すが、公のメッセージは混乱しています。 
 WHO は最新のガイダンスを昨年 10 ⽉に更新しています。そこには、COVID-19 に感染
している誰かが先にそのモノに触っているかもしれないので、特に公共のスペースでは表
⾯への接触を防ぐべきであると書かれています。そして、モノの表⾯は定期的に標準的な⽅
法で消毒して下さい、とも。WHO の代表者が 2021 年の 1 ⽉の Nature 誌に汚染された
fomites を通してコロナウイルスが運搬されるという証拠は限られていると⾔っています。
さらに⽶国 CDC はホームページ上で、モノの表⾯からの感染は COVID-19 の通常の感染
経路とは考えられないと⾔っています。しかしまた、多くの⼈々が触るモノの表⾯や物体を
頻繁に消毒することは重要であるとも⾔っています。 
 空気を通じて感染するリスクと⽐べて fomites のリスクについて明らかにされていない
ことは重要な影響があります。今は、マスクや効率のよい換気が重要であることを推進すべ
き時期であるにも拘わらず、⼈々と社会は、優先順位が⾼く、費⽤のかかる消毒を続けなけ
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ればなりません。効率の良い換気はずっと複雑な作業になりますが、⼤きな効果を⽣み出す
ことが期待できます。 
 ニューヨーク市営地下鉄・バスは、COVID 関連消毒費⽤が 2021-2023年の期間で単独で
1 年間あたり 3 億 8千ドル（399億円）と推定しました。昨年末に当局はアメリカ連保政府
にエアロゾルに対してのみ対策を集中させてはどうかという助⾔を求めました。しかし、
fomites にも集中するように⾔われ、そして現在のところ、エアロゾルに取り組むよりはむ
しろモノの表⾯の消毒に資⾦を向かわせるべきという解答でした。 

今や、⼤きな⾶沫およびエアロゾル（⼩さな⾶沫）を含む空気を通してウイルス伝播がお
こること、および感染拡⼤を防ぐためには改良された換気と厳格に試験された空気清浄機
の設置に焦点があてられるべきである、ということに賛同する⼈が多いはずです。⼈々はマ
スクを着⽤することと安全な距離をとることを義務としなければなりません。同時に WHO
や CDC のような保健当局は最新の知⾒に基づいたガイダンスを更新しなければいけませ
ん。保健当局が⾏うウイルスおよび COVID-19 に対する調査・探求は、あいまいさがない
ことが重要であり、⾃らと他⼈を安全にするために更新された最新の情報とは何であるか
を公表すべきです。 
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COVID-19 RARELY INFECTS THROUGH SURFACES. SO WHY ARE WE STILL DEEP 
CLEANING? 
（COVID-19 の表⾯を通しての感染はまれである。それなのに我々はなぜ今も念⼊りに消
毒しているのか？） 
 
The coronavirus behind the pandemic can linger on doorknobs and other surfaces, but these 
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arenʼt a major source of infection. By Dyani Lewis 
(パンデミックにおいてコロナウイルスは、ドアノブやその他の表⾯に居座り続けている。
しかし、これらのウイルスは感染の主要経路ではない。) By Dyani Lewis 

エマニュエル ゴールドマン⽒は去年の 3 ⽉にニュージャージー州のスーパーマーケッ
トに⾏ったとき、彼は⾮常に⽤⼼深かったのです。COVID-19（新型コロナウイルス感染症）
の報告がアメリカを横断し始めていたので、彼は汚染された表⾯を避けるために⼿袋をし
て、⼩さなウイルスを含んだ他の客の呼気から⾃らを守るためにマスクをしていました。そ
の時はまだ、⼿袋もマスクも推奨されていなかったのですが。 
3 ⽉末になって、実験室で⾏われたテストによって SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）

はプラスチックと⾦属の表⾯で数⽇間検出できることがわかりました 1）。これが引き⾦と
なった驚くべきヘッドライン（⾒出し）と多くの助⾔は、ドアノブから⾷料雑貨に⾄るまで
全てのモノの消毒をどのように⾏うかでした。これは、fomites として知られている汚染さ
れたモノの表⾯から COVID-19 は拡⼤するという WHO の 2 ⽉にでたガイダンスを追認し
たのもでした。 

 5⽉までに WHO と世界の保健衛⽣当局は、通常の市⺠が集まるところ（すなわち家、
バス、教会、学校、商店）では、表⾯（特に⼈がよくさわるところ）をきれいにして消毒す
ることを推奨していました。消毒薬の⼯場は眠る暇なく需要にこたえるべく働き続けまし
た。しかし、ゴールドマン⽒は Rutgers New Jersey医学⼤学の微⽣物研究者であったので、
fomites の周りで起こっていることを詳しく調べる決意をしました。彼がそこで⾒つけたこ
とは、SARS-CoV-2 は汚染された表⾯を通してヒト―ヒト感染するという仮説は全く成⽴
しない、ということでした。彼は 7⽉の Lancet Infectious Diseases誌にコメントを載せま
した。そのコメントは、モノの表⾯にはウイルス伝播のリスクがほとんどない、といことで
した 2）。彼の強い信念はそれ以来ずっと強くなり、ゴールドマン⽒は⻑く⼿袋はしていま
せん。 
 よく似た結論がたくさんあります。実際合衆国 CDC は、5⽉になって表⾯からの感染に
ついてのガイダンスを明確にし、この感染経路はウイルス拡散の主要な経路でないと⾔及
しました。そして CDC は今も、モノの表⾯を通しての伝播は、COVID-19 感染拡⼤の⼀般
的な⽅法ではないと⾔っています。 
 パンデミックに⾄る全ての過程を⽰す証拠が集積してきたので、ウイルスのもつ科学的
に不明な点も変わってきました。アウトブレイクの調査研究では、感染している⼈が咳や会
話や呼吸をする時、まき散らす⼤きな⾶沫とエアロゾルと呼ばれる⼩さな⾶沫によって⼤
半の感染伝播が起こっていることを指摘しています。このことは、⼈が近接した時の直の呼
気でも起こりうることを⽰し、表⾯伝播の可能性は残りますが、⼤きなリスクではないこと
を⽰しています。 
 しかし、とくに冬場では、モノの表⾯の消毒はうまく換気をすることよりもずっと易しい
ので、お客さんは消毒で感染者を減らせられると期待するようになりました。そして、政府、
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会社、個⼈は念⼊りに消毒するために多⼤な時間とお⾦を投資し続けました。2020 年末ま
でに表⾯消毒の世界消費は 45 億ドル（4,725 億円）にのぼり、前年度⽐ 30％以上の伸びを
⽰しました。ニューヨーク公営地下鉄・バスの 2020 年の旅客収⼊は、数⼗億円損失を出し、
COVID-19 の対応に 4.84億ドルを費やしました。それには多額の清掃と消毒が含まれてい
ると、担当者は語っています。 
問題の⼀部は、専⾨家が fomites 感染の可能性を捨てきれないことです。そして多くの健
康当局のガイダンスでは、科学（サイエンス）は変わりましたが、表⾯の取り扱い⽅法につ
いては不明瞭なままなのです。中国の専⾨家が 11 ⽉に輸⼊凍結⾷品の外装に要求されるガ
イドラインを紹介しました。そして CDC は、SARS-CoV-2 ウイルスを殺す薬品の包括的な
リストと「多くの⼈が触れる表⾯および物体の頻回の消毒は重要である」ということを⼈々
に⽰しました。 
専⾨家は⼿を洗うことを推奨することには意味があるといいますが、何⼈かの研究者は

モノの表⾯に焦点を当てることに反対しています。12 ⽉にヴァージニア⼯科⼤学のリンゼ
イ マール技師はワシントンポストに意⾒記事を共同執筆しました。彼らは、「清掃努⼒か
ら⼿を引こう」と⼈々に訴えました。「表⾯の清掃に極端な注意を向けることは、限られた
時間と資源を消費するだけです。その時間と資源は換気や⼈々の呼吸によって⽣み出され
る空気の汚染を取り除くために使った⽅がずっとましです。」と彼⼥はいっています。 

 
ウイルス RNA は誤った⽅向に導く 

エアロゾルより fomites に焦点を当てることは、コロナウイルスのアウトブレイクの極初
期に始まりました。なぜなら⼈々はこれまでの他の感染症について知識をもっていたから
です。病院内では MRSA（メチシリン耐性ブドウ球菌）や RS ウイルスやノロウイルスのよ
うな病原体は、ベッドのレールに付着したり、医師の聴診器から別の⼈に移動することがで
きます。コロナウイルスに⼈々が感染するようになってすぐに、研究者はウイルスが隠れて
いそうな病室や隔離場所でふき取り調査を始めました。そして、それは各地で⾏われるよう
になりました。 
医療施設では個⼈所有の読書鏡や⽔筒がテストされてウイルス RNA が陽性となりまし

た。研究者がウイルス汚染を特定したのは、この⽅法です。ベッドのレールや通気孔も陽性
となりました。患者が隔離された家では、洗⾯台とシャワーにウイルス RNA が潜み、レス
トランでは⽊製の箸に汚染が⾒つかりました。そして早期の研究では、汚染は数週間続くこ
とが⽰されました。 

17⽇間ダイヤモンドプリンセス号は空でしたが、科学者は 712 ⼈の乗客・乗員が陽性と
なった船室の表⾯からウイルス RNA を検出しました 3）。 

しかし「ウイルス RNA の汚染は必ずしも警告をだす理由にならない」とゴールドマン⽒
は⾔っています。「ウイルス RNA はウイルスの骸と同じであり、RNA に感染性はありませ
ん」と彼は⾔っています。 
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整合性を求めるため、研究者はいろいろなモノの表⾯に数⽇間おいたウイルスが培養細
胞に感染できるかどうかを調べました。4 ⽉に 1 つの研究が紹介されました。そこには、硬
い表⾯のプラスチックやステンレスでは 6 ⽇間たってもウイルスは感染性を有していたこ
と、紙幣では 3 ⽇間、サージカルマスクでは少なくとも 7 ⽇間、感染性を有していたこと
が報告されました 4）。最近の研究では、⽪膚の上では 4 ⽇間（ただし、布では 8時間未満）
ウイルスは存在すると報告されています 5）。また他の研究では、本⾰や合成⽪⾰で製本さ
れた図書館の本では 8⽇間感染性が残っていたと報告されました 6）。 

 
⾮現実的な条件 

この種の実験ではコロナウイルスが表⾯上で⽣存することは⽰されましたが、これは、
⼈々がドアノブのような表⾯からウイルスを受け取ることを意味しているのではありませ
ん。ゴールドマン⽒と仲間の⼈たちは、ウイルス⽣存研究にあまりにも深⼊りすることに警
告を発しています。なぜならほとんどの実験は、実験室の中で⾏われたからです。「それら
は⼤量のウイルスを⽤いた実験であり、皆さんが実世界で出会わすことはありえない条件
でした」とゴールドマン⽒は⾔っています。他のテストでは疑似唾液を⽤いて、湿度と温度
条件を整えていますが、それらはいずれも実験室と実社会との⼤きな隔たりをもったまま
の実験であるとも、ゴールドマン⽒は⾔っています。 
 実験室の外で⽣きたウイルスを扱った極少数の実験があります。タル ブロッシュ ニ
シモフ⽒は、イスラエルの Assuta Ashdod University Hospital の感染症部⾨⻑ですが、共同
研究者とともに病院隔離病棟とホテルの隔離⽤の部屋にある個⼈の所有物と調度品のふき
取り調査を⾏いました。2 か所の病院の半分のサンプルと 1 つのホテルの 1/3 以上のサン
プルがウイルス RNA陽性でした。しかし、細胞に感染できる⽣きたウイルスを検出する材
料は⼀つもありませんでした 7）。 
実際、研究者たちはいろんな環境サンプルから⽣きたウイルスを分離しようともがき続

けました。そしてモノの表⾯ではない唯⼀、成功した例があります。研究者は COVID-19
の患者から少なくとも 2 メートル離れた病院の空気のサンプルからウイルスを分離しまし
た 8）。 
 にもかかわらず、研究者は絶対的な結論を出すことに躊躇しています。「⽣きたウイルス
を検出できないからと⾔って、そこにその時点で感染性のウイルスがいないことを意味す
るのではない」と⾹港⼤学の疫学者コーリング⽒はいっています。 
 ⼈に暴露させる他の病原体の研究で、呼吸器系ウイルスの fomites 感染についての⼿がか
りがあります。1987 年、ウイスコンシン⼤学の研究者は、健康なボランティアとライノウ
イルスに感染した⼈達で 1 つの部屋でカードゲームを⾏わせました 9）。健康なボランティ
アは⾃分の顔に触れないように腕を固定させ、ウイルスが汚染されたモノの表⾯から移る
ことを防ぎました。しかし、半数のボランティアは感染しました。別の実験で、感染したボ
ランティアが触ったり、咳をして汚染したカードとポーカーチップを別の部屋に運び、健康
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なボランティアは⽬や⿐をこすりながら、ポーカーゲームを⾏いました。この時の感染経路
はカードとポーカーチップと考えらますが、誰も感染者はでませんでした。2 つの実験でラ
イノウイルは空気を通じて伝播していることが強く⽰唆されました。しかし、このような研
究を SARS-CoV-2 で⾏うことは倫理的に許されません。 

コーリング⽒は、「我々が知る限りでは、それほど表⾯からの感染は多くはおこってない。
しかしその可能性はまれだが、表⾯からの感染を除外できない」と⾔っています。 
 環境中に存在するウイルス RNAレベル（量）を基にして伝播を推定するために⾏われた
実験があります。マサチューセッツのタフツ⼤学のアミー ピッカリング技師（環境エンジ
ニア）と共同研究者は、4 ⽉から 6⽉にかけて 1週間ごとに町の室内と室外でモノの表⾯の
ふき取り調査をしました。例えば道路で、ドアノブやボタンにどれくらい触るかと、汚染さ
れた RNAレベルに基づいて計算された、汚染表⾯に接触することによって起こる感染リス
クは、1000 に 5回より少ないことを報告しました。これは、SARS-CoV-2 の空気を通じて
感染するリスクより⼩さいですし、インフルエンザやノロウイルスの表⾯感染のリスクよ
り⼩さいものでした。 
 現在カリフォルニア⼤学バークレー校のピッカリングさんは「fomites 伝播はあるかもし
れないが、⾮常にまれである」と⾔っています。「そのような伝播が起こるには多くのこと
が⼿順通り進まなくてはならない」とも⾔っています。 
 パンデミックを制御するために⾏われた流⾏早期の政府の介⼊を国際的に⽐較すれば、
社会的距離と封鎖を含む旅⾏の制限が最も効果のある⽅法でしたが、表⾯の清掃と消毒は
最も効果の⼩さい⽅法であったことがわかります。 
 
乱雑なデータ 

ウイルスがどのように拡がったについて、乱雑な疫学的データを研究者が整理する仕事
が残っています。パンデミックが始まって以来何百もの COVID-19 伝播の論⽂が発表され
ましたが、汚染された表⾯から伝播したという論⽂は 1 つであったと思われます。それは
⿐⽔―⼝感染でした。論⽂によると、中国で COVID-19 に感染した⼈が⼿で⿐をかんで、
それからアパートのエレベーターのボタンを押しました。次に他の住⼈が同じボタンに触
ってすぐあとに⽖楊枝で⻭を掃除して、その結果ウイルスがボタンから⼝腔内に侵⼊した
というものでした 12）。しかし、両者のウイルスゲノムの⽐較はされておらず、また他の⼈
が介在した可能性は除外できていません。 
 他の症例では、8⼈の中国⼈が町のウイルスを含んだ下⽔に⾜を踏み⼊れて、歩いて帰っ
て家を汚染させて感染した、というのもあります 13）。 
 Fomites 伝播の論⽂はまれであるにも関わらず、中国の当局者は輸⼊冷凍⾷品の消毒を要
求しました。ガイドラインの変更点が報告書に載せられています。詳細は不明ですが、
Tianjin市の北部の冷凍⾷品会社の 1 ⼈の従業員が感染しました。それは、ドイツから輸⼊
された冷凍豚⾁の汚染された包装品を取り扱ったあとにおこりました。しかし、WHO と他
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の専⾨家たちは、このような⽅法で⾷品から感染するという主張に異議を唱えています。 
 「もっと詳しい研究が必要であると」コーリング⽒は⾔っています。「誰が誰にうつした
のか、感染した時に彼らが共通に触った表⾯や共有した空間はどこであるのかなどを注意
深く追及しなくてはならない」とも⾔っています。「本当の疫学的研究で得られた伝播の場
はどこでしょうか。それは家庭内か、⼯場内か、その他の場所でしょうか。私たちはそのこ
とに関して⼗分に調査できていません」とコーリング⽒は⾔っています。 
 
最も⼤きな脅威 

コロナウイルス症例についての 1 年分のデータを顧みると、研究者は「1 つの事実が明ら
かになった」といいます。それは、感染の原因は⼈であり、モノに表⾯でないということで
す。「スーパースプレディングイベントの証拠は、その場所でたくさんの⼈々が⼀度に感染
することですが、通常は室内の空間で、明らかに空気感染したポイント（狭い場所）がある」
とマールさんはいいます。「汚染された表⾯からおこるスーパースプレディングイベントを
説明するために、複雑（難解）なシナリオが必要でしょう」ともマールさんは⾔っています。 
 「⼿洗いは極めて重要です。なぜなら表⾯伝播が除外できないから」ともマールさんは⾔
っています。しかし、「換気システムを改良したり、空気清浄機を導⼊する⽅が、表⾯の消
毒よりも重要である」とも彼⼥は⾔っています。もし私たちがすでに空気に⼗分注意を払い、
時間と資源に余⼒があるならば、⼈がよく触る表⾯を拭いてきれいにすることが役⽴つか
と聞かれれば、「答はイエス」と⾔っていますが。 
 「家庭は緊張が解ける場所であり、⾷料品の検疫や全てのモノの表⾯の消毒は度が過ぎて
いる」とピッカリングさんも⾔っています。「仕事量が多いだけで、⼈々が受ける多くの暴
露を減らすことはできない」とも彼⼥はいっています。そのかわり、「適切な⼿洗い、マス
クの着⽤、社会的距離を保ち、近接した⼈から受ける暴露を減少させるということを明確に
するべき」とも⾔っています。 

WHO は 10 ⽉ 20 ⽇に更新したガイドラインで、テーブルやハンドルやドアノブのよう
なモノの表⾯に、ウイルス感染した⼈のくしゃみ、咳あるいは⼿指でウイルスが着いた後に
感染が広がると、⾔いました。WHO のスポークスマンは Nature誌で fomites 伝播は限ら
れた証拠しかないにもかかわらず、fomites 伝播は可能性のある感染経路と考えられると⾔
っています。SARS-CoV-2 に感染した⼈の近くで、SARS-CoV-2 と同定された同じ RNA が
継続的に環境から検出されるからというのがその理由です。WHO はまた、消毒の実践は
COVID-19 ウイルス汚染の可能性を減少させるために重要である、とも付け加えました。 

CDC は fomites によってもたらされるリスクについて出された声明には⽭盾があるとい
う Nature誌の疑問には応えていません。 

健康担当の専⾨家が直⾯した頓智問答とは、「表⾯伝播を明確に除外することは困難であ
るということです」とマールさんは⾔っています。専⾨家は危険ではないということをしぶ
しぶ⼈々に伝えています。「しなくていいとは⾔いにくいだろう、可能性はあるのだから。
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しかし、あなた⽅は知っている、私たちは、予防原則には従わなければならないことを」と
彼⼥は⾔っています。 
 証拠（エビデンス）は進化しますが、⼤衆は、パンデミック早期の過剰な消毒に期待を込
めてきました。ニューヨーク地下鉄・バスは、「9 ⽉終わりから 10 ⽉初めに乗客を調べて、
その 3/4 は移動する時に清潔で消毒されていると安全と感じる」と報告しています。 
 ゴールドマン⽒は「家を出る時はマスクを着⽤するが、汚染された表⾯からコロナウイル
スを捕まえてしまう可能性がある時でも、特に特別なことはしない」と⾔っています。「我々
⾃⾝を守る 1 つの⽅法として⼿洗いがあります。そしてそれはパンデミックであってもパ
ンデミックでない疾患にも当てはまることです」と彼は⾔っています。 
 
Dyani Lewis is a science journalist in 
Melbourne, Australia. 
1. van Doramalen, N. et al. N. Engl. J. Med. 382, 1564‒1567 
(2020). 
2. Goldman, E. Lancet Infect. Dis. 20, 892‒893 (2020). 
3. Moriarty, L. F. et al. Morb. Mortal. Wkly Rep. 69, 347‒352 
(2020). 
4. Chin, A. W. H. et al. Lancet Microbe 1, E10 (2020). 
5. Harbourt, D. E. et al. PLoS Negl. Trop. Dis. 14, e0008831 
(2020). 
6. The REALM Project. Test 5: Natural attenuation as a 
decontamination approach for SARS-CoV-2 on textile 
materials (REALM, 2020); available at go.nature. 
com/3t1eycg 
7. Ben-Shmuel, A. et al. Clin. Microbiol. Infect. 26, 1658‒1662 
(2020). 
8. Lednicky, J. A. et al. Int. J. Infect. Dis. 100, 476‒482 (2020). 
9. Dick, E. C. et al. J. Infect. Dis. 156, 442‒448 (1987). 
10. Harvey, A. P. et al. Environ. Sci. Technol. Lett. https://doi. 
org/10.1021/acs.estlett.0c00875 (2020). 
11. Haug, N. et al. Nature Human Behav. 4, 1303‒1312 (2020). 
12. Xie, C. et al. BMC Public Health 20, 1202 (2020). 
13. Yuan, J. et al. Clin. Infect. Dis. https://doi.org/10.1093/cid/ 
ciaa1494 (2020). 


