コロナからの脱出
新型コロナウイルス感染症の一日あたりの新規感染者数は、イギリスで 2 万人、アメリカで 3 万人、韓国で 3
千人しいった数字に対して、日本では 100～200 人しか発生していないのは、確かに不思議な現象です。
日本における患者発生数が諸外国に比べると極めて少ないのは何故でしょうか。
その理由として、ワクチンの接種が外国に比べると 2 か月遅れたこと。皆がマスクをつけ、若者が深夜の飲酒
や盛り場の徘徊を自粛したことなどをあげていますが、果たしてそのようなことだけで、諸外国と比べて 10 倍
から 100 倍の差がつくものでしょうか。
日本人の感染者数が極端に少ないのは何故でしょう。その理由について、誰も疑義を抱かないのが不思議でし
たが、やっと、その点について、岸田総理が「日本において新型コロナウイルスの感染者が外国に比べると極端
に低いのは何故かを検証する必要がある。」と述べました。
人口

感染者数

10 万人当たり

死亡者数

10 万人当たり

感染率

死亡率

アメリカ

32９,065,000

50,513,428

15,350.59

802,510

264.93

ブラジル

211,050,000

22,201,221

10,519.41

617,271

292.47

イギリス

67,530,000

11,097,851

16,433.96

147,218

218.00

フランス

65,130,000

8,262,620

12,686.35

121,968

187.27

ドイツ

83,512,000

6,741,968

8,073.05

107,207

128.37

126,860.000

1,729,964

1,363.67

18,372

14.48

日本

上の表を見ると、日本の 10 万人当たりの感染率は 1,363.7６と諸外国平均の 1/10、死亡率は 1/20 と極端に低
いことが分かります。ドイツが日本に続いて低い値を保っています。なぜ日本人の感染率、死亡率が低いのでし
ょうか。その理由として、次のようなことがあげられます。
➢ キスやハグをする習慣がない・・これにより、かなりの濃厚接触が避けられます。
➢ 清潔・手洗い・入浴の習慣がついています。
➢ 清潔で豊富な水・・いつでも、どこでも、清潔な水が得られることが、日本の特徴です。
➢ 大声を出さない、発音の違い、破裂音が少ない
➢ 屋内で靴を脱ぐ・・この習慣があるために、屋内は常に清潔な環境が保たれています。
➢ マスクをする・・外出時には、殆んど 100%の人がマスクを着用しています。
➢ 常識的な生活態度・・一部の若者を除いては、深夜徘徊もなく、極めて常識的の生活態度を示しています。
➢ 行政の方針に対する協力・・日本人の大部分は、デモをすることもなく、素直に行政の要請に協力してい
ます。
➢ 医療制度の充実・・早期受診と治療が可能となります。
これらの生活慣習の違いから、日本の感染率や死亡率が、西欧諸国と比べて少ないことは、ある程度想像でき
ます。しかし感染率や死亡率が、西欧諸国の 1/10 から 1/20 と極端に低いことは説明できません。
私も医者として感染症や免疫の勉強をしましたが、今回の新型コロナウイルスを機会に、数々の専門書を読み
漁りました。その結果、日本民族には、交差免疫について、特殊なファクターが存在することが分かりました。
まだ仮説に過ぎませんが、こま X ファクターについてご紹介してみようと思います。
日本人は縄文時代から D2 という特殊な遺伝子を引き継いでいることが分かっています。遺伝子には、過去の
感染した感染症に対する交差免疫の情報が組み込まれているため、感染症に掛かりにくいとか、重症化する確率
が低いのではないかと考えられています。それが X ファクターの存在です。
1918 年から 1920 年(大正 7 年～9 年)にかけて世界中で蔓延したスペイン風邪によって約 5000 万人の人が死

亡しました。
当時の世界の総人口は 18 億人ですから、１０万人当たりの死亡率は 2,777.7 に及びます。
日本でも延 2380 万人の人が感染し、38 万 8 千人が死亡しました。当時の日本の人口は 5500 万人ですから、
総人口の半数が感染したことになります。しかし、日本の 10 万人当たりの死亡率は 70.54 という極端に低い数
字を示しています。何故でしょうか。
今回の新型コロナウイルにおけるアメリカの死亡率 264.93、ブラジルの 292.47 はスペイン風邪の死亡率とほ
ぼ同じです。日本の死亡率はさらに下がって、14.48 に過ぎません。
日本人には感染症に侵されない特殊な要素 X ファクターがあるとも考えられます。
X ファクターを知るためには、日本人、大和民族のルーツを辿ってみなければなりません。
700 万年前にチンパンジーからヒトの系統が分かれました。
100 万年前にアフリカで最初の原人ホモ・エレクタスが出現し、40 万年前に西ヨーロッパを中心にネアンデル
タール人が出現しました。
今から約 14 万年前の現在のヒトの先祖とされる女性のホモ・サピエンスがアフリカのボツアナで発見され、
10 万年前には世界各地に広がって、その地に適応しました。アフリカのホモ・サピエンスの子孫が直接世界中に
拡散したのか、アフリカの原人から多様に進化したホモ・サピエンスが世界各地に拡散したのかは不明です。ボ
ツワナのコイサン族は、現在生きているすべての人間の母系共通祖先として、14 万年前のミトコンドリア DNA
を持っているのです。
なお、男系の Y 遺伝子は 9 万年前のものが残っています。
4 万年前にネアンデルタール人が絶滅しましたが、ホモ・サピエンスと交配したことが、DNA 検査で分かりま
した。現代人は 1 から 5%のネアンデルタール人の DNA を保有していると言われています。ネアンデルタール
人の遺伝子の特徴的なものは青い目、金髪、白い肌です。
私たち日本人の先祖はどこからきて、この極東の島国で、他のアジアの国とは異なる日本固有の文化を育んだ
のでしょうか。スーパー・コンピューターと AI を活用することによって、日本人の持つ DNA を徹底的に検査
することによって、そのルーツを探る研究が飛躍的に進みました。
1 億 3000 万年前には日本列島を含むユーラシア・プレートの東側に大規模な横ずれ断層が生じ、それが後の
日本海溝となります。日本列島の地質は、この年代の地質で構成されていることが分かっています。
日本列島は 4000 万年前までは大陸と地続きでしたが、2000 万年前に大規模な地殻変動が起こって、大陸の淵
の部分に海が侵入して浸食が進み、3000 メートル級の海溝ができて、日本海になりました。更に 50 万年前には、
伊豆半島の衝突によって「く」の字型に大きく歪み、現在に近い日本列島ができました。
野尻湖の 5 万年前の地層から、ナウマン象の歯が発見されたことは、日本列島が大陸と地続きであったことを
証明するものです。
3 万 8000 年前の日本の旧石器遺跡が全国に数多く見られ、この年代から、日本に人が住み始めましたその
遺骨は発見されていません。
２万年前の氷河期に、對馬海峡によって大陸からは分断されましたが、北海道は大陸と地続きでした。
1 万 8000 年前の旧石器時代の人骨化石が、沖縄で発掘されました。
1 万 2000 年前、宗谷海峡が水没して、日本列島は現在の形になりました。外敵を阻むかのように、周囲を海
に囲まれた地形になりました。これが結果として、大陸からの侵略を防ぎ、日本独特の文化を育むことにつなが
ったのです。
日本で最も古い遺骨は沖縄で発見されています。そして、その遺骨の DNA はアイヌ人の遺骨と一致していま
す。
私たち日本人の先祖はどこからきて、この極東の島国で他のアジアの国とは異なる日本固有の文化を育んだの

でしょうか。最近では、日本人の持つ DNA を徹底的に検査することによって、そのルーツを探る研究が飛躍的
に進みました。
DNA を調べるには三つの方法があります。
①

ミトコンドリア遺伝子・・女系のみに受け継がれていく遺伝子です

日本人のミトコンドリア遺伝子は、セム系のユダヤ人と非常に似ていることが分 かりました。アフリカで誕
生した人類の祖先が古代ユダヤ人として中近東を経て、中国の長江を経由して、さらにシベリアを経由して日本
に到達したと考えられます
②

Y 染色体・・男性の遺伝を示します。

Y 染色体には 80 種類ほどの遺伝子が含まれていますが、そのパターンや配列を詳しく調べたところ、日本人
は 「D2」というタイプを多く持っていることがわかりました。
「D2」タイプの中の「YAP 型」は、Y 染色体上
に見られる初期の人類特有の非常に特殊な配列で、世界的にも珍しく、アジアでは圧倒的に日本人に多く存在し、
中国人や韓国人にはありません。
③ 核全体の DNA
日本人の持つすべてのゲノムを徹底的に解析した結果、Y 染色体亜型は、C 系統、D 系統、N 系統、O 系統の
四つのグループ、そして主要六系統に 分けることができます
縄文人には D2、弥生人には O2b 系統が多数を占めますが、現在の日本人は、D2、Ob2 のほかに、C3 系統、
Q 系統、 N 系統、NO 系統、01 系統、02a 系統、03 系統どのその後日本に渡来したと思われる多様な DNA を
持つ人が存在します。
すなわち日本には先住民族である縄文人が大和民族の祖先として存在し、そこに渡来人である弥生人が加わり、
それ以外にも、世界各地から多数の民族が日本に集まって、現在の日本人を構成していることが分かります。
すなわち、アフリカで誕生したホモ・サピエンスの一つの集団が、中近東に到達して古代ユダヤ人となりまし
た。この集団は東に進み、新疆を経由して北に進みシベリアから、当時は地続きだった日本に到達しました。
その時期は縄文時代だと考えられます。その後中国から稲作文化を持った弥生式文化が入りますが、小規模の
集団であったため、すでに大和朝廷が強力な力を持っていたので、殺戮による民族の交代は行われず、縄文人に
融和する形になりました。通常では新しい集団が古い集団を殺戮して遺伝子も入れ替わるのですが、日本ではそ
れが起こらなかったのです。このような例は世界中で日本にしかみられず、他の国では新興勢力が旧勢力を殺戮
して、それに伴って新しい遺伝子に置き換わってしまうので、日本のような例は見られないのです。
現在の日本人の遺伝子には縄文人の男系遺伝子 D2 が、大きな割合で残っています。新潟で 48%、東京で 40%、
青森で 39%、静岡で 33%、九州で 26%、徳島で 26%などと、かなり高い頻度で、D2 系統の遺伝子を引き継い
でいます。
4000 年前の遺伝子をそのまま引き継いでいるのは世界中で日本の大和民族のみです。日本列島は周囲を海に
囲まれているため、大陸の戦乱に巻き込まれることはなく、日本に入ってくる渡来人も小規模であったため、渡
来人は大和民族に同化しました。唯一の危機であった蒙古の襲来も九州防人の反撃と台風の襲来によって、その
危機を避けることができました。その後は徳川幕府の鎖国政策によって、外国の植民地にならずに現在に至って
います。
人類の歴史はウイルスとの戦いの歴史でもあります。ペスト、コレラ、チフス、天然痘あらゆるウイルス性疾
患が人類を襲い、これに打ち勝って免疫を得た人のみが生存可能であったわけです。ウイルスも自らの生存をか
けて変異を繰り返しながら迫ってきます。ユーラシア大陸の東岸にはこれらの感染症と戦ってあらゆる感染症の
交差免疫を得た強者が集まり、その中で選ばれた者のみが海を渡って日本にたどり着きました。そして、島国と
いう閉鎖的な環境の中で、敵国の侵略のみならず、ウイルスの流入をも防いだのです。現在の日本人の 30 から
40％の人が縄文人の DNA のすべての情報を引き継いでいる、即ち、感染症の交差免疫も引き継いでいるという

ことが、新型コロナウイルスの死亡者を極端に抑えている因子、すなわちファクターX だという考え方です。
交差免疫とは過去に罹ったウイルス性疾患の免疫が別のウイルス性疾患にも効果を表すことを言います。多く
のウイルス性疾患と戦って、多くの免疫を持って日本に住み着いた大和民族の遺伝子には、この交差免疫の情報
も引き継がれているのではないでしょうか。
これは、現在のイスラエルに当てはまるものではありません。現在のイスラエルは古代ユダヤ人の末裔が集ま
っているのではなく、宗教上の価値観を一にする人が他の民族から集まっているからです。
X ファクターはあくまで仮説であって、学問的に証明されたものではありません。
敢えて、この因子を日本民族の優位性に結び付けるつもりはありません。ナチス・ドイツのゲルマン民族の優
位性と同じ論法になりますから。
ただ、日本人と同じルーツを持つユダヤ人と日本人にノーベル章授賞者が多いのは偶然の事実でしょうか。
ファクターX という表現を最初にしたのは、京都大学の山中教授ですが現在は、現在はこの件に関しては口を
閉ざしています。彼は、T 型細胞記憶によって交差免疫が起こっているのではないかと述べています。
過去の旧型コロナウイルスへの感染によって、新型コロナウイルスに対しても抵抗性を示す T 細胞記憶が存
在しているのではないか、つまり旧型コロナに対する免疫記憶が新型コロナウイルスに対しても有効なのではな
いかという仮説です。
更に、日本人の新型コロナウイルス患者の抗体の免疫グロブリンを検査すると、75%に IgG の上昇がみられ、
交差免疫を否定する IgM の上昇は 7%に過ぎないので、明らかに交差免疫があるというパターンを示していま
す。
しかし、何百年前に感染したコロナウイルスの交差免疫が、果たして、現在まで残っているのでしょうか。そ
してその交差免疫は他のウイルス性疾患にも効果を表すのでしょうか。
何れにせよ、日本人の新型コロナウイルス感染症による死亡率は外国に比べると極めて低いことは事実なので、
それに対応した政策をとる必要性があります。
マスコミは毎日の患者数や死亡者の数を見出しにして騒ぎまわります。WHO はオミクロン株の脅威を煽りま
す。政府は完全に委縮して防御策一辺倒です。しかし諸外国は感染数が多くても経済活動を再開しているのです。
日本が感染率も死亡率も低いことは紛れもない事実です。日本が優位な条件にあることは誰の目にも明らかで
す。一刻も早く、日本人らしい謙虚な態度を守りつつ、コロナ禍前の生活に復帰しなければなりません。
私が昨年の春に書いたコラム「春一番と台風」を再掲します。
・・・
「この疾患そのものはそんなに怖いものではなく、日常的に起り得る疾患だと考えるべきです。高齢者や
基礎疾患を持った人の罹患率や死亡率が高いのは、Covid-19 に限ったことではなく、どの疾患でも同様です。
結果的に見れば、日本人にとって、新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザ並みの疾患に過ぎないのです。
インフルエンザで職場を閉鎖することはあり得ません。
マスコミを使って風評被害を煽ることは止めてもらいたいものです。毎年起こるインフルエンザ並みの患者数、
極端に低い死亡率であるにも関わらず、それを過大に騒ぎまわることによって、国民生活は大きな障害を受ける
ことになります。休校によって、子供を持つ、看護師、ヘルバーを抱えた医療、福祉施設は十分な活動ができま
せん。診療内容を縮小した医療機関も現れています。中小な企業ではテレワークを採用することは不可能です。
過度な規制によって日本経済は大きな打撃を受ける可能性があります。十分な予防措置を取ることを条件に、
流行地以外の活動は、平常に戻すべきです。
疫学的には来年の 3 月末から 4 月にかけて、ピークに達するでしょう。その後は徐々に収まって、半年後に
は、この病気のことは話題にも上らないでしょう。今年は、遅い時期にインフルエンザが(Covid-19)が流行った
と楽観的に考えるべきでしょうし、この病気が常在的な疾患として残るかもしれません。

Covid-19 はちょっと強めの春一番が吹き荒れたに過ぎません。決して台風ではありません。私の予想が当た
ることを願っています。
新型コロナウイルス対策に関しては、まったく医療に関しては無能な厚労省は大きな失態を示しました。専門
集団である日本医師会の提案を退けて、緊急事態宣言を遅らせたことが、致命的な失態となりました。医師会の
提言を受けて、直ちに実行すれば、ピーク時の感染者や死者の数は、3 週間前の数字に留まったはずです。
すべての資源の供給を中国に頼っていた通産省にも大きな責任があります。 やっとそれを悟った政府は、サ
プライ・チェーンから中国を外して、国内や自由主義国で完結する決断をしました。日本には素晴らしい技術を
持った零細・中小企業があります。これらの二次産業や、農業・漁業などの一次産業を優遇して、その活性化を
図ることによって、国内でサプライ・チェーンを完結することも可能です。
今回の新型コロナウイルスの影響によって、現在の日本産業の主柱になっているサービス業などの第三次産
業は大きな痛手を受けましたが、今後の日本の発展は、これらの第一次、第二次、第三次産業をバランスよく再
構築することに係っています。
すべての政策に対して、対案を示さずただ反対のみを唱える野党に対して、民主主義の唯一の解決法である多
数決の権利を活用して、速やかに立案して、それを実施に移すべきです。このような非常事態に対しては、無駄
な議論よりもスピードが必要です。」・・・
この私の予想が見事に当たりました。
この感染症はインフルエンザと同様に、新しい株の出現によって強弱を繰り返しながら常在的に残るでしょう。
現在は一日当たりの感染数は 100 から 200 人であり、その傾向が続いています。しんし、これが 500 人程度ま
で増えるかもしれません。しかしその程度ならば心配する必要はありません。ブースター接種を受け、マスクを
つけて、群がらなければ大丈夫です。今後はインフルエンザ同様に毎年ブースター接種を受けることになるでし
ょう。
日常の生活に戻ることが、日本経済の発展に繋がります。
外に出ましょう。
大空のもとで深呼吸をしましょう。
四季の移ろいを楽しみましょう
グルメを楽しみましょう。
生の音楽を聴きましょう。
スポーツを楽しみましょう。
私は 88 歳を超えました。今、楽しまなくては、来年は賞味期限切れになる可能性大です。

