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新型コロナウイルスワクチンの接種が他国よりも
遅れて始まった．ファイザー社のワクチンが最初
に承認されたのは，2021 年 2 月中旬だったが，
政府は依然としてその導入と提供に慎重な姿勢を
崩していない．2021 年に延期された夏季東京オ
リンピックの計画もあるため，ワクチン接種の重
要性と同時に，ワクチンに関する過去の経緯が，
政府と国民の両者の注目を集めている2）．
現在の日本のワクチン接種不信を理解するため

世界各国でワクチンへの信頼度を調査したワク

には，公衆衛生の歴史や政策，さらには環境汚染

チン信頼度プロジェクト
（Vaccine Confidence

やその他の汚染による社会的被害をめぐる論争に

Project：VCP）は，日本を“世界で最もワクチン

注意を払いながら，人々の態度を歴史的かつ世界

1）

に対する信頼度の低い国”に位置づけた ．この

的な文脈のなかで理解することが重要となる．日

調査は 149 カ国を対象に実施され，日本は安全性

本において特異的に思われるためらいのあり方

ではフランス，モンゴルと並んで，有効性ではモ

は，実は過去から現在に至るまでに世界でみられ

ンゴル，モロッコと並んで，ワクチンの信頼度が

てきた現象の一形態にすぎない．世界保健機関

最も低かった．VCP の研究者らは日本での信頼度

（WHO）は，
“ワクチン接種へのためらい”を「ワ

が著しく低い理由を，2013 年以降のヒトパピ

クチンが利用可能であるにもかかわらず，ワクチ

ローマウイルス（HPV）ワクチンの安全性に関す

ンの受容が遅れたり拒否をしたりすること」と定

る懸念と関連づけている．しかし，本稿で紹介す

義し，この現象を“世界の健康に対する 10 大脅

る日本におけるワクチン不信に関する研究は，よ

威”のひとつとしている3）．しかし，ワクチンに

り複雑な歴史的背景の存在を示唆する．日本でも

対する日本の社会的反応を表す適切な言葉を見つ

150 年以上前から，他の国々と同様に，ワクチン

けることは容易ではない．時代によって，また，

への受容と抵抗，ワクチンによる被害，ワクチン

歴史的瞬間それぞれにおいて，熱烈な歓迎や頑固

接種の推奨と同時にそれに抵抗するための社会運

な拒否，広範な不信感や消極性など，さまざまな

動など，さまざまな歴史が混在している．近年に

反応があるからだ．

なって，日本は“世界で最もワクチンへの信頼度
が低い国の一つ”というイメージが定着したが，

ワクチンは公衆衛生に必須な技術であり，
「ワ

これは誤解を与える表現である．そこでわれわれ

クチン接種は病気や障害，死亡や不公平を世界規

は，日本におけるこの問題と歴史的背景，そして

模で減少させる」という論文の題名にそのことが

時間の経過とともにそれがどのように形成されて

端的に示されている4）．ワクチンは，物質を体内

きたかを探ることとした．

に導入することで，病気の発生や重症化を防ぐ免
疫反応を誘導するものである．それによって，病

日本のワクチンに対する信頼度の低さは，新型

気とそれに伴う社会的・経済的な影響を回避し，

コロナウイルス感染症が流行する状況のなかで重

個人と社会の両方に利益をもたらす．ワクチン

要な時事問題でもある．国民のワクチンに対する

は，公衆衛生において最も費用対効果の高い医療

態度や認識は，各個人のワクチンの受容や実際の

行為のひとつと考えられており，予防接種は“生

接種だけでなく，政府の新型コロナウイルスワク

存率向上と経済強化”といったより幅広い利益を

チンの認可や接種計画に影響を与える．日本では

社会にもたらすと考えられている5）．一方で，ワ

This is a translation of an article in the Journal of Japanese Studies
（Vol. 47, No. 2［2021］）published by Society for
Japanese Studies.
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クチンにはリスクもある．注射部位の圧痛や痛み

家の間では，徳川時代末期から明治時代にかけて

といったマイナーな副反応から，ごくまれに深刻

の天然痘ワクチンの導入は成功した事例であった

な症状や疾患といった重篤な副作用がみられるこ

とする見方が主流となっている8）．1850 年代から

ともある．また，一部の人では対象疾患を予防す

60 年代にかけて，蘭方医たちは，ジェンナーが開

る効果がないということもある．公衆衛生の専門

発した天然痘ワクチン（種痘）を熱心に導入した．

家は，総合的に利益がリスクを上回ることに同意

1870 年代に近代化を遂げた明治国家は，公衆衛

しているが，ワクチンが“100％安全”ではない

生制度を構築し，ワクチン接種を徐々に推進して

6）

こともまた事実である ．

いった．しかし，ダニエル・トランバイオーロに
よる最近の研究や，川村純一による初期の研究に

日本におけるワクチンの近代史は，19 世紀半

よれば，すくなくとも 1850 年代あるいは 1860

ばにジェンナーの天然痘ワクチンが輸入されたこ

年代には，伝統的な漢方医学の実践者の間でワク

とに始まり，その後の歴史は，あらゆる段階で，

チンに対する強い懐疑的な風潮があったことが明

世界的な病気の流行や知識の伝達，公衆衛生の実

らかになっている（1868 年頃，漢方医が医療従事

践と結びついていた．天然痘やコレラ，腸チフス，

者の約 80％を占めていた）9）．たとえば 1858 年，

インフルエンザなど，日本で初期のワクチン接種

漢方医として著名な池田霧渓は，ワクチンを「世

の対象となった病気はすべて世界的に流行した病

を欺く欺瞞の妖術なり」と批判する本を出版して

気であった．19 世紀から今日に至るまで，日本の

いる10）．

医師や科学者は世界の主要な研究機関で免疫学を

懐疑論の背景には，脈々と続いてきた病気一般

学んできた．19 世紀後半以降，彼らはその研究成

に対する漢方医としての基本的な考え方がある．

果を欧米の主要な学術誌に発表している．戦後間

とくに天然痘に対しては，
「体内に蓄えられた生

もない頃の政策は，アメリカの占領軍の指示に多

来の毒が原因であり，その毒が完全に発現して体

くを負っていた．ここ数十年，ワクチンに不信感

外に排出されなければならない」という理解が根

を抱いている日本人は，ワクチンを推進している

底にあった．ワクチンはその過程を阻害すると考

日本人と同様，国内だけでなく海外での動向に大

えられたのである．しかしそれ以上に興味深いの

きく影響を受けている．

は，トランバイオーロが指摘したことだが，種痘

日本におけるワクチンの受容と不信の混在は世
7）

に対するこのような考え方が約 150 年後の現在

界史の一部でもある ．この連載では，2020 年に

まで引き継がれているといえることだ．つまり，

VCP によって報告された，日本におけるワクチン

輸入された外国の不自然な物質を体内に注射する

に対する比較的高い不信感を説明するために，こ

ことへの疑念である．このため，日本のワクチン

の不信感を世界的な問題の一形態と位置づけ，日

擁護派は牛痘の国産化を目指したが，ウシの注射

本の政策や政治，世論，そしてそれらがどう絡み

も外国人由来の注射と同様に“外国（異物）”であ

合っているかに言及する．そうした現状の不信感

るとして，日本の“純潔”を守る漢方医の一部か

の形成は，日本におけるワクチン接種の歴史の初

らは否定された．

4

4

期からの一貫した態度や政策の結果ではないと考

このような事例は，日本でも他の国でも，新し

えている．1960 年代後半以降に，ワクチンの普

い異質な行為に直面したとき，社会や医療専門家

及とそれに関連した公衆衛生や社会的被害に関す

のなかにいくつかの派閥が生じることを示してい

る，個別の，しかし関連したエピソードを通して

る．天然痘ワクチンへの抵抗は，アメリカを含め

生まれたものである．

世界各地でみられた11）．ブラジルでは，壊滅的な
流行の最中にもかかわらず，1904 年には天然痘

明治期におけるワクチン接種

ワクチンの強制接種に対する暴動が起きた12）．し

日本でも世界と同様，初期の重要なワクチンは

かしこうした国々でのワクチンに対する初期の反

天然痘を対象としたものであった．英語圏の歴史

応が，かならずしも最近の不信感に直接的につな
医学のあゆみ

｜1003

Vol. 277 No. 11 2021. 6. 12

80,000

：患者数

70,000

：死亡者数

60,000

（人）

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

1876

1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976

図 1

日本の天然痘の患者数と死亡者数（1876－1978）

出典：川村純一『病いの克服―日本痘瘡史』（思文閣出版，1999），p.69．

がっているわけではない．

かな抵抗はなかったにしても，予防接種の一般的

日本の場合は，数十年かけて徐々に抵抗を克服

な普及はまだ十分ではなかった．初期の流行に比

してきた．1874 年には，法律ではなく，政府に

べればはるかに致死率は低いものの，1917 年か

よる予防接種の命令
（種痘規則）
が出され，天然痘

ら 21 年，あるいは 1923 年から 24 年にかけて，

の予防接種が義務づけられた．しかし，規則はか

そして 1926 年には，小規模の流行が起こり，数

ならずしも効果的な実施には結びつかなかった．

百人の命が奪われた．第二次大戦末期にも小規模

1875 年の時点で，天然痘の予防接種を受けたの

な流行があり，敗戦直後の 1945 年から 46 年にか

は全人口の 5％にすぎず，天然痘の蔓延は依然と

けて患者数と死亡者数が急増した．しかしその

13）

．1876 年と 1885 年に行われた規制

時々の流行が収まると，予防接種率は低下した．

強化は，部分的には効果があったものの，参事院

それによって人々の集団的免疫力は低下し，新た

（帝国議会の前身）での議論を含め，抵抗は続い

な流行をもたらし，ワクチン接種率を再度上昇さ

して続いた

た．そのような中，1893 年から 94 年にかけて，

せるという繰り返しがみられた14）．

明治時代最悪の天然痘流行が発生した．そこで，

天然痘以外のワクチンの接種は義務ではなかっ

1909 年に法律
（種痘法）が制定され，天然痘ワク

たが，20 世紀初頭にはさまざまな病気に対する

チン接種が法的に義務化され，政策が効果的なも

予防接種が普及して受け入れられていた．1900

のになっていった．法律が施行された 1910 年に

年代初頭には，コレラや腸チフスに対するワクチ

は，天然痘の患者数が死亡者数ともに大幅に減少

ンも存在していた．クリス・アルダスは，日本で

した
（図 1）．

コレラワクチンが開発された 1902 年以降，集団
予防接種が“日常的な疾病管理手段”になってい

20 世紀初頭から 1930 年代まで

たことを明らかにしている．また，1920 年代半

このような 19 世紀の経験が，公衆衛生制度上

ばには，東京の人口の約 20％が自主的に腸チフ

や医療従事者の間，さらに広くは一般市民の間で

スのワクチン接種を毎年受けていた15）．1926 年

の，ワクチンに対する疑念や抵抗感を植え付けた

に内務省衛生局予防課長の高野六郎が国際連盟に

とは思えない．20 世紀初頭の日本は“ワクチンを

提出した報告書には，コレラの集団予防接種が国

ためらう”国ではなかった．むしろ，保健当局も

民に受容されていたことが記されている．日本で

一般市民もワクチンに熱心であった．

はじめてのコレラワクチン接種は，1902 年の神

とはいえ，1909 年の種痘法制定に対して明ら
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戸での流行時に行われた．78,000 人にワクチン

が接種され，接種を受けた者のほうが死亡率が低

るところ，1910 年代から 20 年代にかけて，予防

かったことが報告されている．さらに高野は，

接種は日本で広く受け入れられていたのである．

1910 年代の北里研究所を介したワクチンの推進
について誇らしげに述べている．1916 年の流行
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での流行時には，6 月から 10 月までの短い期間に
816,000 人もが接種し，559,000 が 2 回目の接種
を受けた．つまり，人口の 66％が 1 回，45％が
2 回の接種を受けたことになる．完全に接種され
た人の死亡率は人口 10 万人あたり 0.52 人であっ
たのに対し，非接種者では 33.25 人であった16）．
1918 年から 20 年にかけてスペイン風邪が流行
した．それを機に，日本の科学者や衛生官僚らは
インフルエンザワクチンの開発に力を注いだ．
1921 年，北里研究所の医学者・矢部正一は，ワ
クチン開発とその有効性の検証に関する論文を発
表している．北里研究所の研究者らは，インフル
エンザの死亡のほとんどが肺炎を併発したときに
起こることを理解していた．開発したワクチン
は，インフルエンザの罹患を予防するというより
も，その合併症に効果的に対応したものであっ
た．名古屋の豊田織機の工場周辺と茨城県の日立
鉱山周辺で，ワクチン接種者と非接種者を比較し
た調査が行われた．どちらの調査でも，接種者の
死亡率は著しく低く，名古屋では半分，日立では
1／6 であった17）．1919 年と 20 年には，450 万人
の日本人がインフルエンザの予防接種を受けた．
この時期，日本で人口当たりのインフルエンザ死
亡者数が他の主要な国に比べて少なかったのは，
患者の熱を下げるための漢方治療が広く行われて
いたことに加え，予防接種の効果であると考えら
れている18）．
以上より，腸チフスワクチンの推奨，1902 年
からのコレラ流行時におけるコレラワクチンの臨
時強制接種，法的に義務化されて人々に受容され
てもいた天然痘ワクチン接種などは，20 世紀初
頭から暫定的に実施され，1910 年代から 20 年代
には十分普及していた．北里研究所は，スペイン
風邪に有効な予防接種を開発し，また，結核や百
日咳に対するワクチンを販売してもいた19）．つま
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日本におけるワクチン不信を巡る謎
2 ．戦後の日本におけるワクチンと
予防接種

第 1 の点について，アルダスは，20 世紀初頭か
ら確立されていた予防接種の慣行が，戦後初期に
おける普遍的かつ義務的なワクチン接種に対する

アンドリュー ゴードン（ハーバード大学歴史学部）
マイケル ライシュ（ハーバード大学公衆衛生大学院武
見国際保健プログラム）
訳：山本太郎
（長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野）

国民の好意的な反応につながったとした22）．天然
痘やコレラ，結核，腸チフスなどの急増は，予防
接種を含む既存の公衆衛生制度が崩壊したためで
あり，そのような制度がなかったわけではない．
強力な権限を持つ新予防接種法以前の 1946～47
年にはすでに，予防接種によって感染症を効果的

占領下におけるワクチンと予防接種

に抑えることができていた．連合国軍最高司令官

戦後間もない日本の予防接種の歴史で最も有名

総司令部
（GHQ）および極東委員会の文書によれ

な出来事は，1948 年の予防接種法の成立である．

ば，1945 年から 48 年の間にワクチン接種によっ

当時，連合国占領軍や日本の医療関係者は，この

て天然痘と腸チフスの罹患率が大幅に減少し，

法律を予防接種の義務化と不履行に対する高い罰

1939～43 年のアメリカよりも低くなったとい

則を備えた世界で最も強力な法律と考えてい

う23）．1946 年 9 月の時点で，3,600 万人（当時の

た20）．この法により，天然痘や腸チフス，チフス，

日本の人口の約半分）の日本人がコレラに対する

ジフテリア，百日咳，結核の定期予防接種が義務

予防接種を受けていた．占領軍の公衆衛生局員ハ

付けられた．また，インフルエンザを含むその他

リー・ワイルズは，この成功を「医師が他の地域

6 つの感染症についても，必要に応じてワクチン

の医師よりも予防や治療のための注射を好むとい

接種が義務付けられた．法律制定の背景には，コ

う日本の慣習」によるものとしている24）．

レラやチフス，天然痘などの急増があった．急増

アルダスは，GHQ が日本においてアメリカの

の原因としては，戦時中大陸から徴用した労働者

近代的公衆衛生を推進しているという自負から，

とともに日本に入ってきたとか，兵士や民間人が

日本の公衆衛生制度が未発達であるように，両国

引き揚げてきたときに持ち込んだとか，あるいは

の政策の対比を誇張して表現したと主張してい

過酷な労働環境や生活環境にさらされて弱った引

る．厚生省衛生局防疫課長の石橋卯吉が残した口

き揚げ者の間で広がったとか，さまざまな説が唱

述歴史の記述は，この議論を一歩進めたものと

えられた．とくに戦争で焼け野原になった都市で

なっている．石橋卯吉は 25 年前を振り返り，

は，衛生環境や公衆衛生制度が崩壊したことに

（GHQ が）
「アメリカでできないけれど日本ででき

よって，感染症は戦争末期から戦後にかけて引き

ることをやってみたくて政策化したもののひとつ

21）

揚げ者やそれ以外の人々の間でも蔓延した

．

じゃないでしょうか」と語っている25）．この姿勢

予防接種法は紛れもなく重要なものであり，日

は，予防接種を受けた人が被害を受ける可能性を

本の公衆衛生に長期的によい影響を与えたと称賛

軽視することにもつながった．石橋の報告による

された．本稿は，この普遍的で画期的な予防接種

と，石橋自身や同僚がアメリカの担当者に「陽・

制度が，何十年にもわたって日本社会に恩恵をも

パラなど，人が死ぬからいやだ」と言うと，
「注射

たらしたことを否定するものではない．しかし，

して 2 時間後に死ぬ人が何人いるか，統計的に

まずはこの法律の当時の影響の度合いを，より正

言ってみろ」と言われ，
「君の言うことなどあまり

確に評価し，次に，法律の実施が後の反動を引き

科学的でないんだ（……）とにかく，時々死亡例は

起こすことになった，その経緯を明らかにしたい

あるものですから」と叱られたという26）．このよ

と思う．

うなアメリカ改革派の主張には，占領軍や GHQ

This is a translation of an article in the Journal of Japanese Studies（Vol. 47, No. 2［2021］）published by Society for
Japanese Studies.
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職員をこれらの病気から守りたいという思いも
あったに違いない

27）

．アメリカ側の動機はさまざ

への集団予防接種を早急に開始せよとの GHQ と
厚生省からの圧力により，ワクチン製造業者は接
種に使用されたジフテリアトキソイドを効果的に

まであった．

無害化せず，政府関係者による品質の検定はずさ
アメリカが強力な予防接種法を日本に課したこ

んであった．何千人もの乳児に有害なワクチンが

とで，後進的な日本の医療制度を救ったというス

接種された結果，84 人が死亡し，854 人が被害を

トーリーは成り立たない．ワクチンの推進は新法

受けた．多くの場合，手足の麻痺などの重度の障

にさきだって実践されており，すでに効果を上げ

害が残った．当時，被害者は救済を求め，この問

ていた．とはいえ，1949 年に施行された普遍的

題は国会で取り上げられた．製造元
（満州で生物

な予防接種制度が多くの命を救ったこともまた一

兵器の開発に携わった部隊にいた医師が所属する

方では確かである．

日本赤十字社大阪研究所）は有罪となったが，政
府関係者への処罰はなかった31）．

2 つ目の長期的な意図しない結果と国民の反発

被害者や被害者の遺族は一定の補償を受けた

に目を向けると，アメリカの強引な予防接種法の

が， 後 に な っ て 補 償 が 不 十 分 だ っ た と 主 張 し

推進とそれに伴う問題の隠蔽が，国民の一部での

た32）．また，GHQ が当時の厚生省と結託して事

強制的な接種と隠蔽への懐疑心を植え付け，数十

件を隠蔽していたことも明らかになった．GHQ

年後にこの制度からの撤退につながっていった．

厚生部門は厚生省を通じて，日本映画社に対して

占領下の日本でのこのような経験は，中央アフリ

ニュース映画でこの事件を報道することを止める

カにおける植民地医療の経験にも似ている．そこ

よう上映前に働きかけた33）．

では，熱帯病を制御するための組織的な取り組み
が，かえって現代医学に対する長期的な不信の原

ジフテリア・ワクチンによる死亡事故は，すぐ

因となってしまった可能性がある28）．占領期に行

には予防接種法改正という社会的議論にはつなが

われた強制的ワクチン接種は，副作用によるさま

らなかった34）．しかし，1951 年には BCG ワクチ

ざまな健康被害をもたらした．厚生省臨時防疫局

ンをめぐって議論が再燃した．1948 年の予防接

検疫課長の山口正義は，コレラや結核
（BCG）
の予

種法では BCG ワクチンが義務づけられ，1919 年

防接種の際の副作用について，①通常のもの，②

に制定された結核予防法の改正が必要になった．

不適切な投与によるもの，③ワクチンの品質不良

1951 年に新たな結核予防法が施行される直前に

29）

なり，ワクチン強制接種の効果が『文藝春秋』上

渡部幹夫は，1946 年から 51 年にかけて，チフ

で議論された．後に日本医師会会長となる武見太

ス，ジフテリア，百日咳のワクチンを接種した人

郎は「結核菌は追放できない」，全員に接種するの

がその後結核に罹患し，数名の死亡者が出た事故

は「国家予算」の「浪費」，結核は「早期発見早期

を 4 件あげている．これらの事例の結核の原因に

治療の可能な今日においては」BCG の接種義務が

ついては不明な点が多いが，4 件のうち 3 件は投

不要と訴えた．そもそも武見は，官僚の「結核行

与した医師が結核にかかっていたと報告されてい

政」に対して不信感を抱いており，社会に根を下

る．この事故は，ある程度は地元の新聞により報

ろす開業医を信頼したように思われる．結核予防

道されたが，全国紙ではほとんど報道されなかっ

会結核研究所所長の隈部英雄は，ワクチンは完全

によるもの，の 3 種類があったと口述している

たと渡部は述べている

．

30）

．

なものではないが，国家の公衆衛生を守るために
は必要であると主張した．反対派は，ワクチンの

欠陥ワクチンによる死亡や長期後遺症が起きた

有効性と報告されている副作用の両者に懸念を示

最悪の事例は，予防接種法が公布されてからわず

した．その後約 1 年間の国会，マスコミ，行政で

か数カ月後の 1948 年 11 月から 12 月にかけて発

の議論を経て，法律は，義務化の文書を残したま

生した京都・島根ジフテリア事件である．乳幼児

ま施行された．その後，副作用はほとんどみられ
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なかった35）．

ごとき国のあり様が，特異な国民性の醸成に大き
く関与してきたといえよう」36）．また，新型コロ

連合国による占領が終わり，日本が公衆衛生行

ナウイルスワクチンを検討していた 2020 年 11

政の主権を取り戻した時点までには，多くの病気

月，日本共産党京都選挙区の倉林明子議員は田村

に対するワクチン接種を義務付ける強力な法律が

憲久厚生労働大臣に対し，ワクチン承認に対する

制定されていた．戦後間もない時期に行われた任

政府計画について懐疑的な質問をした．彼女は

意接種の普及，未曽有の強制力を伴ったワクチン

1948 年の事件
（京都・島根の事件）を振り返り，

予防法の施行，軽微な副作用や重大な副作用の発

今も苦しむ有権者の手紙を引用し，政府はこの歴

生，そしてそれらの隠蔽といった歴史がもたらし

史から何かを学んだのかと問いかけた37）．この事

た影響によって，ワクチンに対する恐怖心が広く

件の長期的な影響は，強制に基づくワクチン政策

4

4

一般に広まったのではないと考えられる．義務不

ではなく，より説明あるいは「教化」に重点を置

履行に対する罰金は 1977 年に廃止されたもの

いた接種政策の方が好ましかったかもしれないこ

の，定期予防接種の義務化は 1994 年まで続いた．

とを示唆している．とはいえ，戦前から戦後初期

ジフテリア・ワクチンの悲劇直後の日本では，被

にかけての日本におけるワクチンに対する姿勢は

害者の悲痛な叫びも，正式な調停や補償を求める

おおむね「受容」であった．

社会的運動も続かなかった．
しかし，その負の遺産は水面下で長く続いた．
京都・島根事件の生存者たちは，安全性に十分な
注意を払わず，透明性を確保するための仕組みも
なく，ワクチンの害に対する補償も不十分なま
ま，ワクチンの義務化が行われたことに憤りを密
かに感じていたのである．被害者とその家族，そ
して子どもを失った親は強い怒りを持ち続けた．
1970 年代に入ると，彼らは補償や法整備を求め
る団体と協力して，その後も続くワクチン副作用
被害の訴えに対応するため，救済や法整備を求め
ていくことになった．当時，この言葉は使われて
いなかったが，この事件が日本で最初の大きな
「薬害」
と考えられる．このような薬害とそれに対
する運動はワクチンにとどまらない．1970 年代
以降，薬害という言葉は，大量生産の薬品と現代
医療の暗闇に対する不安を表すものになった．
事件の影は今も続いている．2010 年の国会で
民主党の阿部知子議員
（医師）
は，次回で詳説する
麻疹・おたふくかぜ・風疹混合
（MMR）
ワクチンの
副作用に対する補償を求める質問のなかで，この
悲劇を引き合いに出した．
「
『副反応に過剰に反応
する，特異な』国民性があるとすれば，それを生
みだしたひとつの要因として右のような歴史的な
経緯（京都・島根の事件）
がありはしまいか
（……）
ことの真相解明を曖昧にし，事実の風化を願うが
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日本におけるワクチン不信を巡る謎

3．1950～1980年代の日本における
信頼の動き―ポリオ，百日咳，MMR
アンドリュー ゴードン（ハーバード大学歴史学部）
マイケル ライシュ（ハーバード大学公衆衛生大学院武
見国際保健プログラム）
訳：山本太郎
（長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野）

頭から，日本の科学者たちはウイルスの性質を解
明するための努力をはじめた．1958 年に政府の
委員会は，ソーク・ワクチンの国産化を提言した．
しかし，1950 年代半ばには年間患者数が 2,000
人を下回り
（図 2）
，この問題はそれほど深刻に受
け止められなかった．
しかし，1959 年には 2,900 人，1960 年には
5,000 人を超える感染者が発生し，状況は一変し
て，国民や政府の関心も高まった．投与が容易な

ワクチンに対する信頼の絶頂期

セービンの経口ワクチンは，その頃には輸入可能

1950 年代から 60 年代にかけて，日本は産業だ

となっていた．世界中で感染者は夏に最も多くで

けでなく日常生活の上でも新しい技術を導入し，

ており，日本では 1961 年 4 月時点で，前年を上

高度経済成長期へと入っていった．これに呼応す

回る大規模な流行が起こる勢いであった．その

るように，日本の公衆衛生関係者やマスコミ，さ

月，NHK の上田哲記者は，連日のように新規感染

まざまな団体が，ワクチンによって長年の病気を

者数の情報を報道し，政府に事態に対応するよう

根絶できるという可能性を，ほとんど躊躇するこ

圧力をかけた39）．5 月，厚生省はセービンの経口

となく受け入れた．この時期はまた，冷戦の両陣

ワクチンの緊急使用を許可し，製造元であるファ

営でさえ競って強力に支援した．1959 年に WHO

イザー社から 35 万回分のワクチンを輸入した．

が開始した天然痘根絶計画に代表されるように，

しかしこの量のワクチンでは全国で使用するには

ワクチンや予防接種キャンペーンに対する世界的

足りず，感染者の多い九州と北海道でのみ使用さ

熱気が高まっていた時期でもあった．

れた．感染シーズンである夏季がはじまる 6 月ま

世界的に見ても日本においても，当時，ポリオ

で，マスコミによる政府の対応への批判が嵐のよ

は天然痘と並んで，この熱狂の最も重要な対象疾

うに吹き荒れた．6 月 21 日，当時の厚生大臣・古

患のひとつであった．ポリオは子供から大人まで

井喜実はソ連とカナダからのワクチンの輸入と大

を危険にさらす感染症であり，19 世紀後半に風

規模な一斉投与を決断した．この施策の効果は絶

土病から流行病へと変化した．ヨーロッパやカナ

大で，7 月だけで 1,300 万人の乳幼児と学童にワ

ダでも流行がみられたが，戦後最大の流行はアメ

クチンが接種され，患者数は激減した．年末まで

リカで起こった．そのアメリカでは，ジョナス・

に報告された感染者数はわずか 2,400 人だった40）．

ソークとアルバート・セービンが競ってワクチン

翌年，政府は品質保証と自給の観点から，国内

を開発した．ソークは 1952 年から 55 年にかけ

の民間ワクチンメーカー 6 社を合併させ，経口ポ

て，米国で不活化ワクチン
（IPV）を開発し，セー

リオ生ワクチンのみを製造する日本ポリオ研究所

ビンは 1955 年から 60 年にかけてソ連やその他

（JPRI）を設立した．1964 年までには，すべての

の国の科学者と協力して弱毒経口生ポリオワクチ

ポリオワクチンが国産化され，その 10 年後には

ン（OPV）
を開発した．

野生型ポリオが根絶された．しかし，経口ポリオ

ポリオは日本でも同様の経過をたどり，19 世

ワクチンは完璧なものではなく，およそ 500 万回

紀後半に最初の患者が報告され，1938 年には関

に 1 回の割合で乳児にポリオを引き起こした．

西で最初の大規模な流行が発生した

38）

．1940 年

ソークが開発した不活化ポリオワクチンでは，そ

代後半からは，毎年数千人の患者が報告され，

の危険性はゼロであった．にもかかわらず日本政

1951 年には 4,200 人以上となった．1950 年代初

府は，他の主要国が不活化ワクチンに切り替えた

This is a translation of an article in the Journal of Japanese Studies
（Vol. 47, No. 2［2021］）published by Society for
Japanese Studies.
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図 2

日本のポリオ患者の報告者数（1949－2003）

出典：平山宗宏．ポリオ生ワクチン緊急導入の経緯とその後のポリオ．小児感染免疫 2007；19（2）
：193．

後の 2012 年までの約半世紀の間，国産の経口ワ
クチンの使用しか国内では認めていなかった

41）

のワクチン問題が発生し，その結果，ワクチンの

．

安全性に関する国民の懸念が高まり，それに対応

政府がワクチンの公益性よりも国内産業を優先

するように政策が転換されることとなった．戦後

させていたことは注目すべき点である．ワクチン

間もない時期に発生したワクチン関連被害と違っ

保護主義は，1961 年に厚生省が経口ポリオワク

て，この問題は社会運動や訴訟にまで発展し，国

チンの輸入を認めようとしなかったことにも表れ

民の態度や公共政策に影響を与えた．複数のワク

ている．一方，輸入決定後の接種は迅速に行われ

チンによる問題が起きたことで，1994 年に改正

た．1965 年に国産ワクチンが使われるように

された予防接種法において，予防接種の責任に関

なった直後には，1961 年にワクチン接種を要求

する根本的な政策転換をもたらした．

していた女性団体が国産ワクチン普及に反対し

1．百日咳

た．輸入ワクチンよりも安全性が低いのではない

最初の大きな論争は，百日咳に関するもので

かと考えたのだ．政府が，より安全な不活化ワク

あった．百日咳は，Bordetella pertussis とよばれ

チンの単独使用を遅らせた保護主義的な姿勢にも

る細菌が引き起こす感染性呼吸器疾患である．感

42）

また問題があった

．

染力が非常に強く，乳幼児や小児に重篤な症状を

しかしポリオの話で最も注目されるのは，輸入

引き起こし，時には死に至る．1940 年代の日本

ワクチンの集団接種を求める国民とマスコミによ

では，百日咳による死亡者数は年間 1 万人以上と

る強い社会運動であった．東京杉並の婦人会や全

推定された44）．1950 年に小児用の全細胞性の不

国組織の
「子どもを小児マヒから守る中央協議会」

活化ワクチンが導入されて以降，発症率と死亡率

などの女性団体が，ワクチン推進を強力に主張し

は一貫して低下し，1971 年には 206 人にまで低

43）

．日本社会党や NHK，厚生省の有力官僚もそ

下し，1974 年には死亡報告はなかった45）．しか

れを積極的に支援した．1960 年代は日本国民の

し百日咳ワクチンは，毒素部分が引き起こす稀だ

ワクチン熱が最高潮に達した時期であった．

が激しい副作用のために，日本では当初から積極

た

的には受け入れられなかったと，ワクチン開発に

1970 年代，80 年代のワクチンを巡る問題
1970 年代から 80 年代にかけて，日本では一連

携わった佐藤勇治と佐藤博子は述べている46）．
1970 年代になり，百日咳ワクチンの問題が起
医学のあゆみ
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図 3

日本の百日咳の新規発生率と死亡率（1945－95）

出典：Sato Y, Sato H. Development of acellular pertussis vaccines. Biologicals 1999；27：62.

きた．日本では 1968 年にジフテリアと破傷風に

に対する社会的関心の高まりを受けて，ワクチン

百日咳を加えた混合ワクチン
（DPT ワクチン）が

による健康被害を訴える訴訟が拡大していった

導入された．そして 1974～75 年の冬，2 人の乳

（一部の訴訟は 1960 年代半ばに始まっていた）
．

児が混合ワクチン接種後 24 時間以内に死亡する

1973 年 6 月，26 家族がポリオやジフテリア，イ

という事件が起きた．佐藤らによれば，因果関係

ンフルエンザなどのワクチン被害で国を訴えたの

は認められなかったが，百日咳ワクチンの菌体成

を皮切りに，東京，大阪，名古屋などで次々と訴

分に注目が集まったという．これを受けて政府

訟が起こされた50）．1975 年には，京都・島根ジ

は，まず全菌体を用いた百日咳ワクチンの接種を

フテリア事件の被害者の父親である吉原賢二
（東

2 カ月間中止し，その後，3 カ月児ではなく 2 歳

北大学名誉教授）が，日本のワクチン制度への怒

．百日咳ワクチンの接種

りを綴った本を出版した51）．日本の政治家らは，

率は 1976 年にはほぼ 10％にまで低下し，罹患率

国会でワクチン被害について活発に議論しはじめ

と死亡率はともに劇的に上昇した．1979 年には，

た．そしてワクチン接種は義務であり，不履行に

日本で 13,105 人の患者と 41 人の死亡者が出た48）．

は罰則があるため，政府は家族の被害を補償すべ

このような状況のなか，国立予防衛生研究所

きだと主張した．この議論は，水俣病などの公害

（現・国立感染症研究所）
は 7 年の歳月をかけて，

被害や森永ひ素ミルクやカネミ油症などの食品汚

より安全性の高い無細胞ワクチンを開発した．こ

染の議論と同様に，被害に対する政府の責任を明

れは，ジフテリアと破傷風の混合ワクチンとし

確に問うものであった．

児での接種を再開した

47）

て，1981 年に導入された．この新しいワクチン

このような訴訟による圧力，政治的な議論の高

は広く受け入れられ，百日咳は 1975 年以前とほ

まり，裁判に参加した原告の増加などによって，

ぼ同じレベルまで減少した
（図 3）49）．

1976 年にはワクチン関連被害に対する「健康被

2．健康被害救済制度の制定

害救済制度」が制定された52）．これは，予防接種

1970 年代初頭，ワクチン接種による健康被害

と健康被害との因果関係が認定された場合，接種

1144｜医学のあゆみ

Vol. 277 No. 13 2021. 6. 26

に係る過失の有無にかかわらず，速やかに救済す

た」という57）．

るための制度である．義務化された定期予防接種

スタンレイ・プロトキンは，おたふくかぜワク

に関する被害は，地方自治体に提出された後，厚

チンに関する日本の政策についてさらに補足して

生省に報告されることになった．一方，任意の予

いる．同氏は，日本以外のある株では有害事象の

防接種による健康被害は，他の医薬品同様，医薬

発生率が同程度であるのに対し，他の株では無菌

品医療機器総合機構への提出を経て，
「医薬品副

性髄膜炎の発生率が非常に低いことを指摘した

作用被害救済制度」が適応される53）．これは予防

（1 万回の接種で 1 例以下）．日本の当局は「無菌

接種法ではなく「独立行政法人医薬品医療機器総

性髄膜炎を起こさないジェリルリン株を含む

合機構法」が根拠となり，定期接種が義務化され

MMR ワクチンの認可と輸入を認めておらず，こ

たワクチンよりも低い水準で補償されることに

れは国内メーカーに有利な保護主義だと推測され

なった53）．このような社会的被害に対する行政の

る」と述べている．彼はまた，おたふくかぜの予

補償制度は，ロバート・レフラーいわく“医療事

防接種が行われていないことについて「先進国と

故”とよばれるものに対する日本の対応の特徴で

しては驚くべきことだ」と述べ，
「日本の子供たち

あり，
「公害，欠陥医薬品，ワクチン，輸血，アス

のためにも，この残念な政策は変えなければなら

ベスト」や「出生時に重度の脳障害を負った乳児」

ない」と結論づけた58）．プロトキンはまた，日本

などもこれに含まれる54）．ワクチン接種に係る補

で行われた研究において，おたふくかぜ罹患者の

償制度は，高所得国を中心に世界 25 カ国が採用

約 1,000 人に 1 人の割合で難聴症状が発生したと

しているが，日本は中国，韓国と並んで，2 つの

いう報告に触れ，
「これまでの記録よりも大幅に

独立した補償制度を持つ数少ない国のひとつと

多い」と述べ，予防接種の欠如が子どもたちの健

55）

なっている

康と命に深刻な影響を与えていることを強調し

．

た59）．

3．MMRワクチン
1987 年，日本で麻疹・おたふくかぜ・風疹混

4．予防接種法の改正へ

合生ワクチン（以下「MMR ワクチン」
）が承認さ

1980 年代に入ると，国を相手取ったワクチン

れ，1989 年 4 月から使用が開始されたが，その

被害訴訟で原告勝訴の判決がでるようになった．

後，おたふくかぜワクチンの占部株が原因とされ

1984 年 5 月の東京地裁での予防接種禍訴訟は原

る無菌性髄膜炎が多数報告された．髄膜炎発生率

告が全面勝訴となり，国はすぐさま控訴した60）．

は製造会社によって異なったが，ある研究ではワ

1992 年，東京高裁が一家族を除くすべてのケー

クチン接種者 500～900 人に 1 人程度に発生した

スで国の過失と損害賠償責任を認める判決を下す

とされる．報告された症例はすべて入院治癒し，

と，国は和解交渉に入った．直後の 1994 年には，

その後の問題はなかった．九州大学・植田浩司ら

各ワクチン被害原告団が解散し，吉原賢二を初代

は，おたふくかぜワクチンが「無菌性髄膜炎を頻

会長とする「全国ワクチン被害者の会」が発足し

繁に誘発するように見えるが
（……）
野生のおたふ

た61）．

くかぜウイルスはさらに頻繁にこの病気を誘発す
56）

ることも事実である」と結論づけた

一方で，政府は予防接種に関する法制度の見直

．政府はこ

しをはじめた．1993 年，厚生省の公衆衛生審議

れを受けて，1993 年に MMR 三種混合ワクチンを

会は，国民が予防接種を“全国的な疾病予防”に

廃止し，麻疹，おたふくかぜ，風疹の個別ワクチ

加えて“各個人の疾病予防”の手段として認識す

ンに変更した．また植田らは，MMR ワクチン研

るようになったことを受けて，予防接種制度は個

究の最後に，日本の政策立案者は社会よりも個人

人の健康増進と集団の免疫力の向上をはかるもの

を守ることに関心があるようだと述べている

56）

．

でなければならないとする答申を発表した62）．

ハワイ大学の桑原功光らによれば，
「この事件は，

1994 年には，社会的・政治的，そして訴訟の

すべての予防接種に対する世間の厳しい目を引き

要因が組み合わされ，国の予防接種政策をめぐる

起こし，より慎重な政策へと政治的態度を導い

政治的議論となり，1977 年以来 2 度目の予防接
医学のあゆみ
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種法の大改正へとつながった．新法では，これま
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で義務とされてきたワクチン接種を勧奨接種へ変
更し，その他のワクチンは任意接種の扱いとなっ
た．これにより予防接種は 2 つのグループに大別
される．第 1 のグループは，集団保護のために重
要と考えられる病気を対象とし，国が費用を負担
する“定期接種”とよばれるものであり，一方，
任意接種のワクチンは，個人の利益につながると
考えられ，個人の自己負担で接種されるものと
なった63）．その結果，日本では保健所での集団接
種から民間の開業医による個別接種へと移行して
いった64）．
1994 年の法改正は，日本の予防接種政策にお
ける戦後の重要な転換点であり，予防接種時代の
終わりと新たな時代の始まりを示すものとなっ
た．新制度の導入により，任意のワクチン接種率
は低下し，他の先進国で一般的に使用されている
ワクチンの承認が大幅に遅れ
（時には 20 年），日
本に“ワクチン・ギャップ”とよばれる状況が生
まれた65）．その一方で，公的に推奨されている定
期接種ワクチン
（DPT，BCG，麻疹など）
の接種率
は，政府によって 100％近いと報告されている66）．
これは“世界最高水準”である67）．
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日本におけるワクチン不信を巡る謎

とから，学校医（一般的には民間の開業医が多い）

4．20世紀後半から21世紀における
ワクチン
インフルエンザ，HPV，COVID－19
 ―


研究結果を根拠に，ワクチンには効果がないと結

アンドリュー ゴードン（ハーバード大学歴史学部）
マイケル ライシュ（ハーバード大学公衆衛生大学院武
見国際保健プログラム）

訳：山本太郎
（長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野）

にワクチンの効果を問うた．一部の医師は自らの
論づけた．これは，インフルエンザと同様に“か
ぜ”とよばれている“普通のかぜ”をワクチンで
予防することはできないということであったが，
この言語学的分類の誤りによって誤解が生じ，ワ
クチン接種に対する懐疑心が“日本社会に深く根
付いた”原因のひとつとなった71）．
1980 年代後半には，マスコミ，教職員組合，

20 世紀後半におけるインフルエンザワクチン

消費者組合，その他の団体によって，地域の流行

20 世紀後半，日本は，学童に対するインフルエ

や個人の病気を予防するうえでのワクチンの有効

ンザワクチンの集団接種を行った世界で唯一の国

性を問う反ワクチン運動が展開された．ワクチン

で あ っ た． そ の 背 景 に は， 歴 史 的 な 経 緯 が あ

接種率は，ピーク時には学童の約 80％だったも

る68）．1948 年に制定された予防接種法にはイン

のが，1992 年には約 18％まで低下した72）．米国

フルエンザワクチンは含まれていなかったが，

ではメディケア（高齢者向け公的医療保険制度）か

1957 年のアジア風邪のパンデミックを受けて

らの還付を受けて高齢者を中心にインフルエンザ

1962 年に学童へのインフルエンザワクチン接種

ワクチンの接種が増加したのに対し，日本では急

を開始した．1968 年の香港風邪のパンデミック

速に減少した
（図 4）
．米国では 2000～01 年にか

を機に，政府はインフルエンザ対策に一層力を入

けて 65 歳以上の人口の 64％がインフルエンザワ

れるようになった．他の国では一般的なインフル

クチンの接種を受けたが，日本では対象となる人

エンザ対策は，高齢者や免疫力が低下した人など

口の 27％しか接種しなかった73）．このような反

リスクの高い人を対象に行われるが，日本では学

ワクチン運動は，設計が不十分な研究と相まっ

童のみに集団接種が行われた．1976 年に予防接

て，
「一般市民だけでなく，多くの医療専門家の間

種法が改正され，インフルエンザが対象疾患に指

でもワクチン接種に対する懐疑的な見方」を増長

定されたことで，日本では学童へのワクチン接種

させる要因となったと廣田らは述べている74）．同

は義務となった．学校での感染を抑制すること

じ論文のなかで廣田らは，このような懐疑論が続

で，社会全体のインフルエンザ発生を抑制するこ

くと，次のパンデミックに対する日本の対策が

とを目的としたのである．歴史的に見れば，この

“準備不足”になると警告した．1994 年，学童対

決定は，日本の“インフルエンザ予防接種政策の

象の集団接種は終了し，インフルエンザは予防接

69）

混沌の始まり”であったとも言われている

．

種法の対象疾患から外れた．1997 年以降，日本

このインフルエンザ対策は積極的に行われ，

では高齢者や慢性疾患のある人にインフルエンザ

1976 年から 87 年の間，毎年 1,000 万人以上の学

ワクチンの接種を推奨している．この新しい対象

童がワクチン接種を受けた．その数は，1983 年

者（主に 65 歳以上）の接種率は，2001～02 年の

と 84 年には 1,650 万人となった．一方，ワクチ

28％から徐々に増加し，2005～06 年のインフル

ンの効果については，学校や一般市民の間で広く

エンザシーズンには 52％となった75）．

議論されるようになった70）．親や教師は，ワクチ

日本の学童へのインフルエンザワクチン集団接

ンを接種しても子どもたちが“かぜ”
（一般的な風

種の政策は，医学論文のなかで評価され，批判さ

邪とインフルエンザの両方を意味する）をひくこ

れ，また擁護されてきた．2001 年に『New Eng-

This is a translation of an article in the Journal of Japanese Studies
（Vol. 47, No. 2［2021］）published by Society for
Japanese Studies.
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人口 1,000人当たりの接種数
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日本と米国におけるインフルエンザワクチン接種回数（1980－1994）

1980－94 年の日本と米国におけるインフルエンザワクチンの接種状況を，人口 1,000 人当
たりの接種数で表したもの．日本の 1994 年の数値は，ワクチン接種の正確な情報が得られな
いため，人口 1,000 人当たりの生産量で示している．
出典：Hirota Y et al. Japan lagging in influenza jabs. Nature 1996；380：81.

land Journal of Medicine』誌に掲載された評価で

ある．2009 年 10 月，日本で HPV ワクチンが承

は，1949 年から 1998 年までの日米の超過死亡率

認された．翌年にはワクチン接種のための公費助

の変化が調べられ，日本の政策の有効性が示され

成が始まり，各自治体ではすぐに，13～16 歳の

76）

．この論文でライシェルトらは，
「学童にイ

女子を対象としたワクチン接種プログラムを開始

ンフルエンザワクチンを接種することで，高齢者

した79）．2013 年 4 月，厚生労働省は，12～16 歳

のインフルエンザによる死亡率を低下させること

までの女子に推奨される定期予防接種に HPV ワ

ができた」と結論づけた．研究手法に関するさま

クチンを追加した．これにより，日本は世界の動

ざまな批判はあったが，結論を補強するために，

向に沿い，女性の子宮頸がんを予防する方向へと

学童へのワクチン接種はインフルエンザを抑制す

舵を切った．2012 年までに，HPV ワクチンは

るための
“補完的な戦略”
だとの立場を堅持した．

100 カ国以上で承認され，すくなくとも 40 カ国

その後の分析では方法論上の問題点が改善され，

で国の予防接種プログラムに組み込まれた80）．

た

学童への集団接種が「高齢者の死亡率を間接的に

同じ頃，日本のマスコミは，ワクチン接種後の

大幅に改善する」ことが確認された77）．菅谷則夫

女児の慢性疼痛や運動障害，認知機能低下などを

によるレビューでも，超過死亡率の減少が確認さ

報道するようになった．このような未確認の有害

れ，学童とその弟妹にもさらなる効果があること

事象報告は，ワクチンの安全性に対する社会的な

が示されている78）．

関心を高めた．これらワクチン関連の被害報告
は，ソーシャルメディアやマスコミで大きく取り

2013 年のヒトパピローマウイルスワクチン
積極的勧奨の中止

上げられた．そうした批判の声は，自民党の著名

日本の世論が反ワクチン的な傾向を強めた出来

によっても支持された
（安倍昭恵はその後，立場

事として，最近の，そして間違いなく最も顕著な

81）
を変えている）
．2013 年 6 月，厚生労働省の予

例が，ヒトパピローマウイルス
（HPV）
ワクチンで

防接種・ワクチン分科会副反応検討部会は HPV

な政治家や，安倍晋三前首相の妻である安倍昭恵
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ワクチンの積極的勧奨を撤回した．報道と推奨撤

とになり，きわめて憂慮すべき事態と考えます」

回の結果，対象者のワクチン接種率は，ピーク時

と警告した85）．しかしこれまでのところ，政府は

の約 70％から 1％以下へと低下した82）．

HPV ワクチンに関する従来の公式見解を維持し
ている．これが世界的に見た日本のワクチン信頼

厚生労働省は 2013 年以降も，HPV ワクチンを

度の低さの原因のひとつとなっており，また，日

定期予防接種に含めるという公式見解を変えてい

本人女性の子宮頸がん罹患率の大幅な増加につな

ない．しかし積極的な推奨はしておらず，全国の

がっている．HPV ワクチンに関する日本の経験を

接種率は 1％以下にとどまっている．一方，副反

分析した最近の報告では，
「国民の認識を変え，政

応検討委員会は，
「安全性に関する十分な情報が

府による積極的推奨を復活させ，HPV ワクチンに

得られる」まで接種停止を続けるべきだとしてい

対するためらいを解消するために，6 つの異なる

る83）．世界的に見ると，多くの政府機関や学会が

ステークホルダーがとるべき行動」があげられて

HPV ワクチンの安全性を認め，思春期の子どもた

いる86）．

ち へ の 接 種 を 推 奨 し て い る． 世 界 保 健 機 関
（WHO）は HPV ワクチンの接種を強く推奨してお

まとめ

り，2015 年には同機関のワクチン安全性に関す

日本におけるワクチンの歴史を振り返ってみる

る世界諮問委員会（GACVS）が HPV ワクチンの安

と，ワクチンが広く受け入れられてきた一方で，

全性を改めて発表した．その報告書では，日本政

ワクチンに対するためらいや不信，副反応による

府が HPV ワクチン接種の積極的な推奨を復活さ

健康被害の報告，ワクチンに対する賛否両論ぞれ

せないことについて，次のように指摘している．

ぞれの運動など，個別のさまざまな課題が時期に
よって異なる形で現れていることがわかる．日本

国の専門家委員会による臨床データ検討の結

がワクチンに対する“信頼が低い”国であるとい

果，症状はワクチンとは関係ないという結論に達

う近年の風評は，歴史的記録や，定期接種ワクチ

したが，HPV ワクチン接種再開のためのコンセン

ンの接種率がほぼ 100％であるという最近の事実

サスを得ることはできていない．その結果，若い

とは一致しない87）．しかし日本では，HPV ワクチ

女性が，予防できるはずのウイルス関連のがんに

ンに代表されるように，有害事象が大々的に報道

かかりやすくなっている．GACVS が以前指摘し

された後には，特定のワクチンに対する信頼度が

たように，安全で効果的なワクチンの不使用につ

低くなり，接種を躊躇する事例が発生しているこ

ながるような，不確実な証拠に基づく政策決定

とも確かである．

は，実害をもたらす可能性がある 84）．

以上，過去 150 年にわたる日本のワクチンとい
う技術への関わり方について探求した結果，いく

日本の医学会は，政府委員会に行動を促してき

つかの重要な教訓が得られた．

た．日本産科婦人科学会は 2015 年以降，ワクチ

第 1 に，当初の予想に反して，日本ではワクチ

ンの積極的推奨を再開するよう政府に求めてきて

ンが公的に推進され，人々に受け入れられてきた

いる．2016 年には日本の 17 の学会が，有害事象

という歴史がある．徳川時代，明治時代，戦前期，

に対する国際的あるいは国内的な科学的証拠と政

そして戦後の数十年間，ワクチンは受容されてい

策のレビューを発表し，政府による積極的推奨の

た．2020 年末から 2021 年の春までの新型コロナ

正当性を主張した．これら学会は「有効性と安全

ウイルス感染症
（COVID－19）の場合とは対照的

性に関するデータは，全国的な予防接種プログラ

に，1961 年の春にはマスコミや女性団体，政党

ムの積極的推進を支持する」と結論付け，このま

からの強い要望により，躊躇していた政府はポリ

ま中断が続けば，
「これ以上の本ワクチンの積極

オワクチンを輸入し，何百万人もの人々に接種を

的接種勧奨の中止は，国内の女性が実質的にワク

した．戦後の日本ではインフルエンザの予防接種

チンによるがん予防という恩恵を受けられないこ

が学童に広く普及していた時期があったが，反発
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を受けて一時減少し，その後は高齢者の間でかな

に持つものではない89）．日本では 1948 年のジフ

り受け入れられるようになっていった
（接種率約

テリア事件を皮切りに，被害者運動と訴訟が重要

50％）
．国が推奨し，費用を負担する定期接種の

な役割を果たしており，国はそれに被害者への補

ワクチンについては，ほぼすべての人に受け入れ

償やワクチン推進から撤退することで対応してき

られている．日本では歴史的に見ても，特定のワ

た．日本の保健当局は，このようなワクチン被害

クチンを特定の条件下では，熱心に受け入れる強

に対する社会運動にうまく対応できていないよう

い傾向があった．

に思われる．

第 2 に，ワクチンに対する不信感は，時代に

とくに近年の日本でみられる特定のワクチンへ

よって大きく変化していることもわかった．徳川

のためらいは，国の保健当局に対する不信感の高

末期，ワクチンに対する漢方医の抵抗は激しいも

まりを反映しているのではないであろうか．保健

のであった．不信感は，外国からの異物と体外か

当局に対する不信の例としては，他にも，移植へ

らの異物という両者の意味で，
“異物”を体内に入

の不安や脳死への抵抗90），バイアグラに相反した

れることへの反対として現れた．この抵抗は，不

避妊薬の受け入れと承認の遅れ91），虫歯予防のた

自然な物質から人間の体の“純粋さ”を守ること

めの水道水フッ素化の拒否，HIV が混入した輸血

への懸念を表したものであった．神道の伝統と関

に対する政府と企業双方の責任を問う訴え，その

係があるかもしれないが，それを具体的に裏付け

ほか薬害や環境汚染の事例などがある．エリッ

るものはなく，また明確に宗教的な理由で反対さ

ク・フェルドマンは，日本の薬害 AIDS 事件をめ

れたワクチンもない．占領期には，アメリカが予

ぐる紛争について次のように書いている．
「結果

防接種法を制定したことに不快感を示す官僚もい

として重要な公的機関を混乱させ，厚労省官僚と

たが，最終的にワクチンは広く受け入れられた．

製薬会社の関係を浮き彫りにし，癒着と汚職の可

BCG 接種でも反発はあったが，接種を義務付ける

能性を示した．また，官民のエリートが金銭的利

結核予防法の改正に至った．1948 年の京都・島

益や官僚的権力を求めたばかりに公衆衛生上のリ

根ジフテリア事件での被害者たちの怒りは抑え込

スクを軽視しているという告発にも注目が集まっ

まれたが，その後何十年も燻り続けた．さらには，

92）
た」
．

1970 年代の百日咳，1980 年代後半のおたふくか

筆者らは，2020～21 年の COVID－19 パンデ

ぜ，1980 年代～90 年代のインフルエンザ，2013

ミックにおける日本のワクチン接種計画の背景に

年から現在までの HPV ワクチンなど，疑い事例

は，このような保健当局に対する信頼の基盤が揺

も含めた健康被害が原因となって，ワクチンへの

らぎ，損なわれていることがあると考えている．

不信感の傾向は今も続いている．

日本におけるワクチン不信の歴史，とくに過去

日本のワクチンの歴史における第 3 の，おそら

40 年間のさまざまなエピソードにより，政府の

く最も特徴的なことは，ワクチン被害者による社

COVID－19 ワクチンの潜在的なリスクへの警戒

会運動である．この運動形態は，公害や食品汚染，

心や，ワクチン接種拡大に対する慎重な姿勢，そ

薬害の被害者が用いた社会的，政治的，あるいは

して一般の人々の間で接種に疑問を持つ人の割合

訴訟を通した抗議活動と驚くほどよく似てい

が比較的高いことが説明できる．過去の遺産に対

88）

る

．ワクチンに関連する個人的な被害に対処す

処するために，日本政府は，国民の認識を形成す

るための社会運動の高まりは，国の法律にも変化

る う え で も， 公 共 政 策 を 策 定 す る う え で も，

をもたらし，罰則付きの義務接種から，定期接種

COVID－19 に対するワクチンへの社会的信頼を

と任意接種へと変わった．また，ワクチン関連被

どのようにして生み出していくかを真剣に考える

害に対する行政補償制度の創設にもつながった．

必要がある．日本では，マスクや社会的距離と

しかし日本におけるこのような動きは，たとえば

いった物理的予防手段は社会的に受け入れられて

米国の反ワクチン運動にみられるような原理主義

いるのに対し，ワクチン接種のような生物学的予

的な宗教色や，自由主義的な社会的価値観を背景

防手段は社会的に不信感があるという，顕著な違
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