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感染症への地球温暖化影響
Effect of global warming on infectious diseases
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摘　　要
地球温暖化は人間の健康に大きな影響を継続的に及ぼすことが予想される。感染症

に対する影響もその一つと考えられる。世界的には、特に蚊媒介性感染症や水を介し
た感染症（水系感染症）への影響が大きく、発生地域の拡大や、流行規模・患者数増加
が起こると考えられている。しかし、地球温暖化の影響は各国の社会基盤や対応策等
によって大きく変わる。発展途上国においては、十分な適応策をとることができず大
きな影響が出現する可能性がある。一方、社会基盤が整備され、十分な適応策をとり
うる日本などの先進国においては、ある程度の気候変動・温暖化までは、影響を小さ
く抑えられることが可能であると考えられる。しかし、温暖化が進行すれば、先進国
における影響も明らかな形として現れる可能性がある。温暖化による感染症への影響
を最小限にとどめるためには、気候変動・温暖化自体に対する緩和策とともに、影響
に対する適応策を十分にとることが重要である。
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1．はじめに

世界平均気温の上昇、海面水位の上昇、雪氷の
広範囲の融解等、気候変動・地球温暖化はすでに疑
いのない事実であることは気候変動に関する政府間
パネル（Intergovernmental panel for climate change, 
IPCC）第 4 次報告書においても明確に述べられてい
る。最も厳しい CO2 削減努力を行っても、今後数十
年間は、地球温暖化を回避することができないと考
えられているため、今後も地球温暖化は人間の生活
に大きな影響を継続的に及ぼすことが予想される。

気候変動は、気温上昇や降水パターンの変化等と
して徐々に進行し我々の生活に影響を及ぼすのみで
なく、大規模自然災害という極端な現象としても
我々の生活に影響を及ぼすことが推察される。この
ことは、近年世界各地で熱波や台風、ハリケーン、
サイクロン、大洪水、干ばつ等の大規模災害が起こ
っていることからも、現実のものとして実感されつ
つある。これまで、地球温暖化のヒトの生活への影
響は、脆弱性の高い発展途上国について論じられる
ことが多かったが、適応力の高いとされている先進
国においてもすでにその影響が論じられるべき時と
なっているといえる。

2．地球温暖化の健康全般への影響

地球温暖化は種々の形で我々の生活全般に影響を
及ぼす。ヒトの健康への影響は、人間生活への重要
な影響の一つである。地球温暖化のヒトの健康への
影響は多様である（図 1）。地球温暖化により直接的
に現れる影響として、呼吸器・循環器疾患等を有す
る人々の死亡率の増加が示されている。また、熱中
症患者の増加やそれによる死亡数の増加も起こりう
る。また、地球温暖化にともない、大規模自然災害

（例えば、大型台風やハリケーン、大雨による洪水、
干ばつ）による直接的な健康への影響、あるいはこ
れらの災害による生活のインフラの破壊による健康
影響が現れることも予想される。このような直接的
な影響とともに、地球温暖化の水、食物、媒介動物、
植生への影響を介する間接的なヒトの健康への影響
として、感染症の増加や地域的拡大、大気汚染との
複合的な健康被害、アレルギー患者の増加や患者発
生の地域、時期の変化が懸念されている。

3．感染症と地球温暖化

感染症は、微生物が体内に侵入し感染することに
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よって起こる病気の総称である。感染症を起こす微
生物は病原体と呼ばれるが、病原体としては、ウイ
ルス、細菌、原虫・寄生虫、真菌（カビ）とさまざま
な種類がある。これらの病原体は種々の経路でヒト
の体に侵入し病気を引き起こすが、それぞれ病原体
には感染経路が異なる多くの種が存在する。

病原体が体内に入ったとしても、症状を起こすこ
となく排除されてしまうこともあるが、病原体がヒ
トの体内で増殖し、症状が現われ病気として認識さ
れる時に感染症と呼ばれる。病原体の人体への侵入
経路は、その病原体が自然界においてどのように維
持されているか、また侵入した生体内でどのように
増殖するかに影響される。

病原体が環境中に維持されヒトに侵入し感染する
経路は、病原体の種ごとに特徴的である。主な経路
として、①病原体が、自然界の動物によって維持さ
れ（このような動物を自然宿主という）、自然宿主か
ら直接ヒトに侵入し感染する、②自然宿主から蚊等
の媒介動物を介してヒトに侵入し感染する、③飲料
水や食物を介してヒトに侵入し感染する、④ヒトか
らヒトに直接侵入し感染する、という四つの経路が
存在する。

上記のような病原体の自然界での維持、ヒトへの
侵入、感染経路を考慮すれば、感染症の発生が増加
するいくつかの条件をあげることができる。地球温
暖化との関連で考えられる条件としては、

①ヒトの体に侵入する病原体の数が増加する、
②病原体の自然宿主や媒介動物が増加する、
③病原体が侵入しやすい生活様式になる、
④ヒトの栄養状態、健康状態が悪化する、

等があげられる。このような条件が、地球温暖化に
よってもたらされることになれば、感染症の患者数
は増加する可能性がある。

しかし、感染症の発生は地球温暖化等の気候変動
のみによって影響を受けるわけではなく、その他の

多くの要因によっても影響を受ける（図 1）。気候変
動以外の要因として、例えば、①ヒトの移動（海外
旅行、移住等）や物資の移動にともなう媒介動物や
病原体の新しい地域への侵入、②生活基盤（上下水
道の整備、家屋の状況、エアコンの普及状況等）の
整備状況、衛生基盤、医療の整備状況、農業や漁業、
科学の発達状況、③大気汚染、④人口の高齢化、免
疫不全者の増加等、多くの要素によって影響を受け
ている。従って、健康への温暖化影響は、温暖化の
程度が同じだとしても、各国、各地域において均一
ではなく、このことが影響評価を一層複雑にしてい
る。

4．世界で現在把握されている温暖化影響

4.1　蚊媒介性感染症の地域的拡大と患者数の増加
蚊媒介性感染症はデング熱、日本脳炎、ウエスト

ナイル熱、チクングニア熱、マラリア等、現在でも
世界的に多くの患者が発生する非常に重要な感染症
である。これらの感染症は、ヒトが病原体を有する
蚊に吸血されることにより感染する。従って、地球
温暖化によって、媒介蚊の生息域の拡大、媒介蚊数
の増加や活動の増加が起こることにより、感染症発
生地域が拡大し患者数も増加すると推察される。

デング熱はデングウイルスによって起こる感染症
である。デング熱は世界のほぼ全域の熱帯・亜熱帯
地域で発生する。例えば、従来台湾においてはデン
グ熱の大きな流行はなかったが、2000 年代に入り
大きな流行が起こるようになってきた。この理由と
して、デング熱の大流行を起こす蚊として知られて
いるネッタイシマカが温暖化により台湾南部に生息
するようになったことが、要因の一つと考えられて
いる。

IPCC 第 4 次報告書においても、気候変動によっ
て、アジアや南北アメリカにおけるデング熱の流行、

図 1　地球温暖化の健康影響と関与する種々の要因．
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オーストラリアにおけるロスリバー熱やマレーバレ
ー脳炎の増加、アフリカにおけるリフトバレー熱の
より頻繁な流行、マラリアの流行地域の世界的な拡
大の可能性が予想されている。しかし、上述のよう
に、これらの感染症は気候変動以外にも、人口増加
による大都市部の生活環境の悪化、ヒトや物資の地
域間の移動増加等種々の要素にも影響されることも
理解すべきである。
4.2　水系感染症

地球温暖化により、影響を受ける感染症として、
水や食物を介して感染する細菌性下痢症があげられ
る。特に、アジア（特に南アジア）におけるコレラ、
ジアルジア、サルモネラなどの感染症の増加、中央
アメリカ、南アメリカにおける水系感染症の増加、
アフリカにおける水系感染症の頻度の増加、が予想
されている。例えば、コレラは、コレラ菌で汚染さ
れた水を飲むこと、汚染された水で洗った生ものを
食べること等により感染するが、コレラ菌は海水温
が上昇すると増殖が盛んになり結果としてコレラ患
者数が増加すると考えられる。南アジアのバングラ
デシュにおいては、海水温が上がった年にはコレラ
患者数の増加が観察されている。また、南アメリカ
においても、エルニーニョによって海水温が上昇し
た年に多数のコレラ患者の発生が起こっている。ま
た、小島嶼国において、特に熱帯の島々でエルニー
ニョ、干ばつ、洪水によって、水系感染症の頻繁な
発生が起こることが知られている。しかし、上下水
道等の基盤や物流基盤が整備されている先進国にお
いては、これらの基盤が大規模異常気象等によって
破壊されない限り、地球温暖化による水系感染症の
大きな増加はないと予想される。
4.3　 世界各地で認められた気候変動・地球温暖化

の感染症への影響例
世界各地において気候変動・地球温暖化が感染症

の発生に影響を及ぼしたとする報告は多くなされて
いるが、代表的なものとしては以下のような例があ
る。
4.3.1　リフトバレー熱

リフトバレー熱は、主に東アフリカにみられるウ
イルス感染症であるが、エルニーニョの年には患者
数が増加することが知られている。リフトバレー熱
は通常、羊、ヤギ、牛などにみられる感染症で、こ
れらの動物がリフトバレーウイルスに感染した蚊に
吸血されることで感染し発症する。さらに、感染し
た動物を蚊が吸血することで、感染蚊となる。ウイ
ルスはこのような感染環で自然界に維持されてい
る。ヒトは、感染蚊に吸血されること、あるいは感
染動物の血液や組織と接触することによってリフト
バレーウイルスに感染する。

リフトバレーウイルスが存在する地域は、通常は
乾燥により蚊の発生数が制限され感染蚊の数が抑え
られているため、ヒトへの感染はあまり起こらない。

しかし、エルニーニョによって一時的に大量の雨が
降る状況になると、蚊の数が増加し、それにともな
って感染蚊と感染動物が増加する。さらに、感染蚊
の増加により、結果としてヒトの感染が増加し、リ
フトバレー熱患者の発生数の増加につながると考え
られている。
4.3.2　ハンタウイルス肺症候群

ハンタウイルス肺炎症候群は 1993 年アメリカ南
西部の乾燥地域ではじめて患者が報告された感染症
であり、この地域におけるハンタウイルス肺炎症候
群はシカネズミの間で維持されているシンノンブレ
ウイルスによって引き起こされることが明らかにさ
れた。ヒトは感染したネズミのフンや尿中に排泄存
在するウイルスを吸い込むことによって感染する。
通常この地域は乾燥しておりネズミのエサとなる植
物が十分に繁殖しないため、ネズミの数は制限され
ている。そのため、ヒトとネズミの接触機会が少な
く、ウイルスのヒトへの感染は起こらない。しかし、
エルニーニョによって雨量が増加し、ネズミのエサ
となる植物が増加したため、それにともないネズミ
の数が増加しヒトとネズミの接触の機会が増加した
ため、ヒトへの感染機会が増加し患者発生に至った
と考えられている。

5． 日本において現在認められている影響と 
今後予想される影響

日本においては、地球温暖化の感染症への影響が、
感染症の患者数や死亡数の明らかな増加として現在
現れているわけではない 1）。しかし、温暖化による
と考えられる以下のような現象は日本においても現
れている。また、温暖化が進行することによる種々
の影響も予想される（表 1）。
5.1　 海水中のビブリオ・バルニフィカス菌 

検出域の北上
日本近海の海水には、下痢・腹痛や皮膚疾患、壊

死などを起こすおそれのあるビブリオ・バルフィニ
カスという細菌が存在する。この菌は海水表面温度

水系感染症
・ビブリオ・バルニフィカス感染症の北海道への拡大
蚊媒介性感染症
・ ヒトスジシマカの東北地方への分布北上，北海道への

侵入・定着
・日本脳炎の北海道への発生拡大
・コガタアカイエカの東北地方での生息密度の上昇
・ネッタイシマカの侵入（四国以南）・定着（九州，沖縄）
・都市部での蚊の発生密度の上昇（関東，中部）
・ デング熱の東北～中国地方での小流行，四国以南の地

域での流行

表 1　 日本において将来予測される感染症への 
地球温暖化影響．
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が 20℃以上になると検出率が増加するが、夏季の
海面温度 20℃の北限線が北上し、北海道に達して
いる。さらに、ビブリオ・バルフィニカス感染症が
東北地方でも報告されている。海水温の上昇がビブ
リオ・バルフィニカス感染症の発生の北上に何らか
の影響を与えていると推察される 2）。
5.2　日本脳炎ウイルスの活動への影響

日本脳炎ウイルスは、日本に常在する蚊媒介性ウ
イルスである。現在日本においては、コガタアカイ
エカ（Culex tritaeniorhynchus）が日本脳炎ウイルスの
主たる媒介蚊である。年間の日本脳炎患者数は年
10 人未満であるが、日本脳炎ウイルスの活動（実際
には感染蚊の活動）は、毎年夏季、北海道を除く全
国においてみられる（ただし、年によっては北海道
においても日本脳炎ウイルスの活動がみられる）。
日本脳炎ウイルスの活動は、気候との関連があるこ
とが知られている。特に、夏季の気温が高い年には
東北地方においても日本脳炎ウイルス活動が活発と
なり高い活動が観察される。日本脳炎の患者発生は
気温の変化によってのみによって左右されるわけで
はないと考えられるが、温暖化によって日本脳炎媒
介蚊の生息域が拡大し、さらに蚊の活動が盛んにな
れば日本脳炎の発生地域が東北、北海道にも拡大し、
患者数も増加することが予想される 3）。

上述のように、日本においてはコガタアカイエカ
が日本脳炎ウイルス媒介蚊であることが知られてい
る。一方、インド、中国、東南アジアで重要な日本
脳炎ウイルス媒介蚊である Culex vishnui は従来日
本には侵入していなかったが、近年分布域が拡大し、
1992 年石垣島、2002 年沖縄において存在が確認さ
れた。この現象が温暖化により引き起こされたと
いう直接的な証拠は示されていない。また、Culex 
vishnui の侵入がただちに日本脳炎患者数の増加に
結びつくものではないが、新たな媒介蚊の侵入は日
本における日本脳炎ウイルスの感染を考える上で注
目すべきことといえる。
5.3　ヒトスジシマカの分布域拡大

地球温暖化の感染症への影響として、世界的には
蚊媒介性感染症の地域的拡大と患者数の増加が予想
されている。日本において、蚊媒介性ウイルス感染
症のベクターとして最も注目すべきものはヒトスジ
シマカといえる。ヒトスジシマカはデング熱やチク
ングニア熱の病原ウイルスの媒介蚊として知られてい
るが、現在日本における北限が東北地方であり、この
北限が年々北上していることが報告されている 4）。ヒ
トスジシマカの分布域の北限は年平均気温 11℃の
線とよく一致しているとされているが、温暖化が進
行すれば、いずれ東北地方全域、また北海道も年平
均気温 11℃以上になると予想されることから、ヒ
トスジシマカはいずれ東北地方全域、さらには北海
道に侵入すると予想される。従って、温暖化によっ
て、東北北部、北海道でも将来デング熱やチクング

ニア熱の流行が起こるリスクが生ずることになる。
ただし、近年年間 50 ～ 100 人のデング熱患者が帰
国しているが、日本でデング熱の流行が起こってい
ないことからも推察されるように、ヒトスジシマカ
の分布域の拡大がただちにデング熱やチクングニア
熱の流行に結びつくものではなく、おそらくはその
密度も重要な意味を持っていると考えられる。
5.4　マラリアへの影響

マラリアは日本においても第二次世界大戦後は年
3 万人近い患者発生があったが、1950 年代には 500 
名以下に減少し、その後国内感染例は急速にみられ
なくなった。現在は、外国で感染して日本に帰国し
てから発症する輸入症例が年間 100 ～ 150 名報告さ
れる。国内感染がなくなった原因としては、ハマダ
ラカ蚊の生息状況や住宅構造、人の行動様式の変化
があると考えられる。日本には現在でもマラリアを
媒介しうるハマダラカが生息している。しかし、現
在の日本の住宅構造を考えると、毎晩多数の蚊に吸
血されるという可能性は少なく、現在の生活基盤が
大規模自然災害等で大きく破壊されない限り、マラ
リアの流行が起こる可能性は低い。ただし、これら
の状況が気候変動によって大きく変化する事態にな
れば、再流行する可能性はありうると考えられる。

6．適応策と今後の研究

厳しい CO2 削減努力を行っても、今後数十年間
は、気候変化のさらなる影響を回避することができ
ないと考えられていることから、地球温暖化に対す
る緩和策のみでは感染症に対する影響を回避するこ
とはできない。従って、感染症に対する適応策が大
きな意味を持っている 5）。適応策として、現在すで
に行われているもの、さらに今後適応策として導入
可能なものが種々考えられる（表 2）。ただし、これ
らの適応策の実際の選択に際しては、地域の様々な
制約等を考慮して検討される必要がある。

現在考えられている気候変動と感染症のシナリオ
は、まだ断片的な知識に基づき構築されたものであ
るといえる。また、気候変動の影響は温暖化のみで
はなく、降水量や大規模災害とも深く関連してくる
ことが、解析をいっそう複雑にする。断片的ながら
も、気候変動・温暖化により感染症の状況が変化す
る、あるいは気候変動・温暖化が感染症のパターン
が変化する素地となっているというデータは、世界
各地で得られている。しかし、どのような感染症の
患者がどの程度増加するか、どの感染症の分布地域
がどの程度増加するかについての理解はまだ定まっ
たものではない。わが国においては、地球温暖化に
よる患者数の増加はまだみられていないが、影響が
患者数の増加として現れる時点においては影響がす
でに深刻なものとなっている可能性がある。各種感
染症に対する温暖化影響評価のための方法論が十分
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に確立されているとはいえない。従って、各種感染
症について、温暖化影響評価のための技術を早急に
確立していく必要がある。さらに、影響は国内にお
いても一定ではなく、各地域によって異なることが
予想されることから、今後も影響評価も地域ごとの
解析が必要となる。
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行政等による適応策
・感染症サーベイランス
・上下水道の整備
・ワクチン接種
・啓発活動
・媒介蚊対策
・媒介蚊の各地方における調査（発生状況調査含む）
・媒介蚊防除対策の立案可能な人材の養成
・ 媒介動物，海水中の細菌数等の各地域における継続的

な調査
個人として取りうる適応策
・媒介蚊との接触回避
・媒介蚊発生環境の除去，幼虫防除
・魚介類の生食時の衛生状況注意
適応策をとるにあたって必要となる科学的知見
・媒介蚊分布域の調査
・媒介蚊種特定及び特定法の開発
・ 殺虫剤抵抗性の出現状況調査，機序の解明及び発達状

況に関する調査
・自然界における病原体検出，評価手法の確立
・温暖化の各種病原体の増殖に及ぼす影響解明
・感染症のヒト感染状況調査手法の開発
・各種感染症の検査・診断法の開発と標準化
・新ワクチン，新治療薬の開発

表 2　 感染症への地球温暖化影響に対して考えられる
適応策．


