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ワクチンを国内で開発・生産出来る力を持つことは、国民の健康保持への寄与はもとより、外交や安全保障の観点からも極めて重要
今回のパンデミックを契機に、我が国においてワクチン開発を滞らせた要因を明らかにし、解決に向けて国を挙げて取り組むため、政府が

一体となって必要な体制を再構築し、長期継続的に取り組む国家戦略としてまとめたもの

ワクチン開発・生産体制強化戦略（概要）

• 最新のワクチン開発が可能な研

究機関の機能、人材、産学連携

の不足

• ワクチン開発への戦略的な研究

費配分の不足

• 輸入ワクチンを含め迅速で予見

可能性を高める薬事承認の在り

方等

• 特に第Ⅲ相試験をめぐる治験実

施の困難性

• ワクチン製造設備投資のリスク

• シーズ開発やそれを実用化に

結び付けるベンチャー企業、リ

スクマネー供給主体の不足

• ワクチン開発・生産を担う国内

産業の脆弱性

• 企業による研究開発投資の回

収見通しの困難性

①世界トップレベルの研究開発拠点形成<フラッグシップ拠点を形成>
• ワクチン開発の拠点を形成、臨床及び産業界と連携し、分野横断的な研究や、新規モダリティを活用

②戦略性を持った研究費のファンディング機能の強化〈先進的研究開発センターをAMEDに新設・機能強化〉
• 産業界の研究開発状況、国内外の新規モダリティ動向を踏まえ、ワクチン実用化に向け政府と一体と
なって戦略的な研究費配分を行う体制をAMEDに新設

③治験環境の整備・拡充<国内外治験の充実・迅速化>
• 臨床研究中核病院の緊急時治験の要件化や治験病床等の平時からの確保
• アジア地域の臨床研究・治験ネットワークを充実

④薬事承認プロセスの迅速化と基準整備
• 新たな感染症に備えて、あらかじめ臨床試験の枠組みに関する手順を作成
• 緊急事態に使用を認めるための制度の在り方を検討

⑤ワクチン製造拠点の整備<平時にも緊急時にも活用できる製造設備の整備>
• ワクチンとバイオ医薬品の両用性（デュアルユース設備）とする施設整備、改修支援

⑥創薬ベンチャーの育成<創薬ベンチャーエコシステム全体の底上げ>
• 創薬ベンチャーにとって特にリスクの大きな第Ⅱ相試験までの実用化開発支援等

⑦ワクチン開発・製造産業の育成・振興
• 新たな感染症発生時の国によるワクチン買上げなど国内でのワクチン供給が円滑に進むよう検討、
国際的枠組みを通じた世界的供給やODAの活用等を検討

• ワクチンの開発企業支援、原材料の国産化、備蓄等を担う体制を厚生労働省に構築

⑧国際協調の推進
• ワクチン開発、供給、薬事承認の規制調和の国際的合意形成、ＣＯＶＡＸ等への貢献

⑨ワクチン開発の前提としてのモニタリング体制の強化

以上を実現するため研究開発を超えた総合的な司令塔機能や関係閣僚での議論の場を構築すべき

• 第Ⅲ相試験の被験者確保の困難性等に対応するため、薬事承認はICMRA（薬事規制当局国際連携組織）の議論を踏まえ、コンセンサ
スを先取りし、検証試験を開始・速やかに完了できるよう強力に支援

• 国産ワクチンの検証試験加速のため、臨床研究中核病院の機能拡充に加え、臨床試験受託機関等も活用 等

研究開発・生産体制等の課題 ワクチンの迅速な開発・供給を可能にする体制の構築のために必要な政策

喫緊の新型コロナウイルス感染症への対応
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コロナワクチン開発の進捗状況（国内開発）＜主なもの＞
基本情報 取り組み状況 目標

（時期は開発者から聞取り）

生産体制の見通し 研究費

①塩野義製薬
感染研/UMNファー
マ

※組換えタンパクワクチン

ウイルスのタンパク質（抗
原）を遺伝子組換え技術で
作成し人に投与

第Ⅰ/Ⅱ相試験を開始
（2020年12月）

2021年末までに3000万人
分の生産体制構築を目標
生産体制等緊急整備事業
で223億円を補助

• AMED（R１年度）
100百万円 感染研

• AMED（R２年度一次公募）
1,309百万円 塩野義

• AMED（R２年度二次公募）

②第一三共
東大医科研

※mRNAワクチン

ウイルスのmRNAを人に投
与
人体の中でウイルスのタン
パク質（抗原）が合成され
る

第Ⅰ/Ⅱ相試験を開始
（2021年３月）

生産体制等緊急整備事業
で60.3億円を補助

• AMED（R１年度）
150百万円 東大医科研

• AMED（R２年度二次公募）

③アンジェス
阪大/タカラバイオ

※DNAワクチン

ウイルスのDNAを人に投与
人体の中で、DNAから
mRNAを介して、ウイルス
のタンパク質（抗原）が合
成される

第Ⅰ/Ⅱ相試験を開始
（大阪市立大、大阪大）
第Ⅱ/Ⅲ相試験を開始
（東京・大阪の８施設）

大規模第Ⅲ相試験
を2021年内に開始
の意向。

タカラバイオ・AGC・カ
ネカ等が生産予定
生産体制等緊急整備事業
で93.8億円を補助

• 厚労科研（R１年度）
10百万円 大阪大

• AMED（R２年度一次公募）
2,000百万円 アンジェス

• AMED（R２年度二次公募）

④KMバイオロジクス
東大医科研/感染研/
基盤研

※不活化ワクチン

不活化したウイルスを人に
投与（従来型のワクチン）

第Ⅰ/Ⅱ相試験を開始
（2021年３月）

生産体制等緊急整備事業
で60.9億円を補助

• AMED（R２年度一次公募）
1,061百万円 KMバイオロ
ジクス

• AMED（R２年度二次公募）

※生産体制等緊急整備事業で採択された企業を掲載
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コロナワクチンに関する状況（海外開発）＜主なもの＞
海外の状況 生産・供給見通し 日本国内の状況

A ファイザー社（米）
※mRNAワクチン

英 ：2020/12/02
米 ：2020/12/11
EU ：2020/12/21

2020年７月から米などで第Ⅲ相
試験（4.4万人規模）を実施中。
英・米・EUなどで接種開始。

2020年中に最大5,000万
回分、2021年末までに
最大20億回分のワクチ
ン生産を見込む。

ワクチン開発に成功した場合、日本に2021年内に1.94億回分
の供給を受けることについて契約を締結。
国内で承認（2021/2/14）。

B アストラゼネカ社
オックスフォード大
（英）
※ウイルスベクターワクチン

英 ：2020/12/30
EU ：2021/01/29

2020年５月から英で第Ⅱ/Ⅲ相試
験の実施中。
2020年６月から伯で第Ⅲ相試験
（１万人規模）を実施中
2020年８月から米で第Ⅲ相試験
（４万人規模）を実施中。
英で接種開始。

全世界に20億人分を計
画、米に３億人分、英
に１億人分、欧州に４
億人分、新興国に10億
人分を供給予定として
いる。

ワクチン開発に成功した場合、日本に1.2億回分、うち3,000万回分は
2021年３月までに供給を受けることについて契約を締結。海外から
の原薬供給のほか、国内での原薬製造をJCRファーマと提携。充填等
を国内４社と提携。
厚生労働省が国内での原薬製造及び製剤化等の体制整備に162.3億円
を補助（生産体制等緊急整備事業）。
国内で承認（2021/5/21）。

C モデルナ社（米）
※mRNAワクチン

米 ：2020/12/18
EU ：2021/01/06
英 ：2021/01/08

2020年７月から米で第Ⅲ相試験
（３万人規模）を実施中。
米で接種開始。

全世界に５～10億回分/
年の供給を計画。
2020年12月中に米国内
に2,000万回分の供給を
計画。

武田薬品工業株式会社による国内での流通のもと2021年上半
期に4,000万回分、2021年第３四半期に1,000万回分の供給を
受けることについて契約を締結。
AMED研究費（Ｒ２年度二次公募）で武田薬品工業を採択。
国内で承認（2021/5/21）。

D ジョンソン＆ジョンソ
ン社（ヤンセン社）
（米）
※ウイルスベクターワクチン
米：2021/2/27
EU：2021/3/11

2020年９月から米などで第Ⅲ相
試験（６万人規模）を実施中。
2020年11月から英などで第Ⅲ相
試験（３万人規模）を実施中。

2021年から大量供給
（順次、世界で年10億
人規模）を目指す。

国内治験を2020年９月から実施中。
国内で承認申請（2021/5/24）。

E サノフィ社（仏）
※組換えタンパクワクチン、
mRNAワクチン

組換えタンパクワクチンでは、
2021年２月から米などで第Ⅱｂ相
試験を実施中。
mRNAワクチンでは、2021年３月
から第Ⅰ/Ⅱ相試験を実施中。

組換えタンパクワクチ
ンに関して、上手くい
けば2021年第４四半期
に実用化の見込み、と
発表。（アジュバント
AS03はGSK社が供
給。）

F ノババックス社（米）
※組換えタンパクワクチン

2020年９月から英で第Ⅲ相試験
（1.5万人規模）を実施中。
2020年12月から米などで第Ⅲ相
試験（３万人規模）を実施中。

海外では、2020年遅く
に１億回分/年の生産が
目標。

武田薬品工業が原薬から製造販売予定。１年間で2.5億回分超の
生産能力を構築すると発表。生産体制に厚生労働省が武田薬品
工業に301.4億円を補助（生産体制等緊急整備事業）。
AMED研究費（Ｒ２年度二次公募）で武田薬品工業を採択。
国内治験を2021年２月から実施中。 4



参考資料



世界トップレベルの研究開発拠点の整備
緊急時に迅速に対応していくための平時からの継続的な官民協調の取組
新たな脅威に立ち向かうための多様な研究と分野融合の推進
継続性

平時からの広義の感染症研
究の実施に対する長期的な
コミットメント

国際性
国内外の優秀な研究者と
事業者が協調して取り組め
る研究環境の実現

多様性
新たなモダリティへの対応のた
め、免疫、ゲノム医学、AI創
薬等の先端的な研究分野と
の融合領域の推進

協働性
海外研究拠点を含め、ワクチ
ン開発に必要な連携ネット
ワークの強化（適切な役割
分担と協働する仕組み）

迅速性
平時より、産業界、臨床医療等
との緊密な連携を図り、緊急時
には政府の要請に基づく迅速な
対応を可能とする体制構築

継続性 国際性 多様性 協働性 迅速性

大学等の制度・慣習から脱却した研究環境の実現

－独立性・自立性を確保した柔軟な運用を実現し、世界の研究者を惹きつける、これまでにない拠点を形成
－加えて、臨床現場（臨床研究中核病院※等）及び産業界との連携を要件化
（例：研究機関内に製薬企業等のラボ設置、緊急時に創出されたシーズに基づくワクチンの生産）

（※ 橋渡し拠点と臨床研究中核病院の連携によるワクチンシーズの実用化に向けた支援強化により、アカミデア発シーズの実用化加速（＝アカデミア創薬のキャパシティを飛躍的に向上））

・ ヒト免疫、ゲノム、AI等との融合による感染症に留まらない先端的アプローチと臨床への最速の接続
（例：アンダーワンルーフでの分野融合の研究体制の構築や、臨床研究中核病院との連携による治験・実用化促進）

・ 特長・得意分野を踏まえた役割分担と有機的な結合
（例：臨床・アジュバンﾄ（東大）、BSL-4（長崎大）、海外拠点（長崎大：アジア、北大：アフリカ）、人獣共通感染症（北大）、製造（阪大））

⇒ ・ AMEDを中心に研究内容、海外動向などの情報共有を行う場の設置（拠点トップによる連携（頭脳集積））
・ 若手研究者を研究機関からAMEDに派遣（Dailyな連携）など
（ ⇒ 緊急時対応におけるワクチン開発に係るAMEDの司令塔機能・シンクタンク機能の強化に）

・ 長期的な支援のコミット（例えば、10年間の支援のコミットメントを見える形に）

－フラッグシップ拠点整備を含め、各拠点の施設・設備や重症化リスクの高い既往症に係るゲノム解析等
研究基盤の整備・強化
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感染研・医科研・主要大学の感染症セン
ターのトップをフェローとして併任

戦略性を持ったファンディング機能の強化

健康・医療戦略推進事務局、文科省、厚労省※、経産省

実用化目線のプロボスト
（産業界やアカデミアがわかる人）

フラッグシップ拠点
センター長

平時の役割

緊急時の役割

• 新規モダリティの研究開発状況の把握
• 企業やベンチャーの動向把握

• どの新規モダリティを伸ばすか判断し、実用化のた
めの資金配分（プロボストが戦略的に配分）

• 新モダリティの原材料、基材等の研究開発
• 非臨床試験基盤の強化

企業経験者、モダリティに精通した研究者、感染症研究者、役所出向者、等の常勤職員

• 新興再興感染症発生後速やかに、病原体に対応したシーズとモダリティを速やかにマッチングし、研究開発支援を開始
• 政府の緊急時の対応方針（緊急的な資金含む）を受けて、実用化を加速、進捗に応じてGo/No-Goを判断

• 病原体モニタリング等の感染研・医科研・主
要大学と組織横断的な連携し、新興再興感
染症の発生状況を確認

• 厚労省で指定された感染症の研究開発支
援、ワクチンに活用するモダリティの特定お
よび研究開発支援

• 感染症ワクチンの臨床試験実施

平時の役割

Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and Development for Preparedness and Response

センター長
（平時・緊急時の全体調整）

先進的研究開発戦略センター【SCARDA（スカーダ）】（仮称）

フェロー
感染症やワクチンの専門家

フェロー
創薬系ベンチャーキャピタルのトップ

CDCNIH
感染研

（NIAID）

連
携

AMED理事長直下で平時からの研究

開発を支援し、プロボストによる戦略
的な予算配分を通じ、新規モダリティ
の育成、感染症ワクチンへの応用等
を主導する。

SCARDAボードメンバー

集約した情報を政府に報告 ※感染症の研究開発については危機を想定し、
平時から厚労省が主体的な役割を果たす。

※緊急時は医務
技監が意思決定
に参加

政策に基づいた方針／重点化を指示

健康・医療戦略
事務局長

ワクチン
振興部局
（新設※）

（ワクチン担当
専門職員：
PMDA経験者

等医薬品開発
マネージメント
ができる人）

密な
連携

厚労省

※規制とは分離
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ワクチン開発に係る治験環境の整備･拡充

目標：国産ワクチンの検証試験の推進

開発企業（及び委託を受けたCRO※）のニーズを踏まえ、以下のサポートを実施
※Contract Research Organization:医薬品の市場調査やプロジェクト進行管理、試験計画策定や結果の統計解析等の臨床試験支援を行う

機能

１．国内の対応
 治験実施医療機関の参加促進
国内においてワクチン治験に対応可能な医療機関として、臨床研究中核病院及びその関連機関への治験参加の
要請、臨床試験受託機関への治験参加を依頼
 被験者確保（ワクチンの場合は、健常人が対象）
臨床試験受託機関の被験者パネルや臨床研究中核病院における被験者募集の枠組みの活用

２．海外の対応
 国際CRO等の活用による迅速かつ効率的な第Ⅲ相試験の実施

短期的な対応
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目標：平時においてもワクチン開発を振興するとともに、これまで行ってきた臨床研究・治験を行う拠点整
備をさらに進め、緊急時に際しても平時のリソースを速やかに切り替え、迅速な臨床試験実施に即応するこ
とができる体制の構築

１．国内の対応
目指すべき姿：アカデミア、ベンチャーのシーズの速やかな臨床試験への導出
 ワクチン開発拠点に対するARO※人材（生物統計家、データサイエンティスト等）の育成
※Academic Research Organization:アカデミアが擁する人材を活用して、優良シーズの選定といった主にアカデミア開発シーズの実用

化の支援や、プロジェクト進行管理、試験計画策定や結果の統計解析等の臨床試験支援などを安価
に提供する機能

 平時においても、治験実施医療機関等において一定のARO人材を継続的に雇用
 臨床研究中核病院における緊急時の治験対応の要件化と治験病床等の平時からの確保
 臨床研究中核病院等における日本発国際共同治験実施・支援能力の拡充（国際対応人材の常駐）

２．海外の対応
目指すべき姿：アジア地域の拠点医療機関において国際標準（ICH-GCP）の治験実施の基盤が整備され、日
本発の国際共同治験が迅速に実施可能
 アジア地域における臨床研究・治験ネットワークの充実

• アジア各拠点における治験支援人材の育成（治験担当医師、CRC※等）、手順書等の整備
※Clinical Research Coordinator：臨床試験において医師や治験依頼者等の調整や被験者のサポートにより治験を円滑に進め

るための人材
• ODA等も活用した拠点への治験実施に必要な機材(血液サンプル保存の冷蔵庫、遺伝子解析機材等)
整備の加速

 ネットワークの構築がなされた後も、平時から、海外で流行する感染症へのワクチン治験等を通じたアジ
ア拠点及びネットワークを活用する

 治験後の相手国での製品の導入に向け政府間ネットワーク構築の取組
 PMDAアジア医薬品・医療機器トレーニングセンター等を通じた薬事規制の理解促進
 外務省と連携のうえ、こうした各種協力を包含した治験実施協力を担保するための政府間の枠組みに関す
る検討も進める

中長期的な対応
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○ 新型コロナワクチンの有効性評価については、ICMRA（薬事規制当局国際連携組織）での議論を踏まえた国際
的なコンセンサスとして、発症予防効果を検証するプラセボ対照試験（数万例規模）を行うことが必要とされてきた
一方、先行して開発されたワクチンの接種が進むにつれ、後続ワクチンについては、プラセボ対照試験の実施が困難と
なってきており、世界的に共通の課題となっている。

○ 国産ワクチンの開発の観点からもこの課題解決は重要であるため、プラセボ対照試験に代わる検証試験のデザイン
に関し、我が国主導でICMRAにおける議論に着手。今後、早期の合意形成を目指す。

○ ICMRAでの議論の状況を踏まえ、最終的なコンセンサスが得られる前から、そのコンセンサスの方針を先取りして、
国内企業での検証試験を開始し、速やかに完了できるよう、既定の予算措置ともあわせて政府として強力に支援す
る。

※ なお、実際に国内企業が上記の治験を実施するに際しては、治験体制の整備状況を踏まえ、適切に代替試験が実施できるよう、企業・医療
機関と連携し、迅速な実施体制の構築を行う（詳細は「ワクチン開発に係る治験環境の整備･拡充」参照）

国産ワクチンの承認に向けた薬事承認プロセスの検討について

短期的な対応

中長期的な対応

○ 新たな感染症の発生時に治療薬・ワクチンに係る迅速な臨床試験が実施できるよう、国際的な合意形成に則った
形で、あらかじめ緊急時における国主導型の臨床試験の枠組みに関するプロトコル（ドラフト）を作成し、試験実施
時の留意点とともに取りまとめる。

○ 緊急時に必要な科学的評価の考え方を迅速に示すためには、平時から最新の技術モダリティも含めた、様々な技
術に関する評価法の開発・指針（ガイダンス）の発出を行っていく必要があるため、そのための部門・体制整備を行う。

○ さらに、今般の諸外国の対応を参考に、緊急事態における特別に使用を認めるための制度の在り方（要件、基準、
補償、免責など）について、今後、新型コロナウイルスの感染拡大の収拾に目処が立ち、政府全体における緊急事
態の対処にかかる議論が行われる中で、今般の対策の検証を行った上で検討する。
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• 平時のワクチン製造設備の維持は企業にとって大きな負担。したがって、平時は企業のニーズに応
じたバイオ医薬品を製造することで設備と人材を維持しつつ、有事にワクチン製造へ切り替えられる
デュアルユース設備を確保していくことが重要。

• 将来のパンデミックに対して迅速なワクチン製造を可能とするため、製造拠点の新設・拡充、既存
設備の改修により、複数モダリティに対応した国内におけるデュアルユース製造基盤の強化を図る
ことを検討すべきではないか。

• 将来の未知なる感染症に対応する新規モダリティによる新規ワクチンの開発にも寄与。

１階

２階

３階 輸入

有事におけるワクチン製造支援
（厚生労働省ワクチン生産体制等緊急整備事業*）

平時はバイオ医薬品を製造し、
有事にワクチン製造に転用
（デュアルユース設備）

①デュアルユース設備の新設・拡充
②既存設備の改修によるデュアルユース化

将来のパンデミックに備えた国内でのワクチン製造体制の整備

＊武田薬品約301億円、塩野義約223億円、英アストラゼネカ約162億円、アンジェス約94億円、KMバイオ約61億円、第一三共約60億
円

○国民全員分のワクチン確保を可能とする拡充
○技術革新に対応するための施設改修

今後バイオ医薬品産業を担う
可能性のあるmRNA等の
製造施設の新設

【ポイント】
 平時は、バイオ医薬品で収益を上げ

られるため、企業活動の中で維持管
理費を回収できる。企業負担も求め
る。

 有事は、ワクチン製造の予備力として
活用可能。

 新たな技術を有する新規企業の参画
を促進。

 設備投資には設計から建設まで複数
年かかることに留意。
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日本における創薬ベンチャーエコシステム構築に向けた対応について

出所：医薬産業研究所「医薬品開発の期間と費用」、
日本政策投資銀行関西支店「創薬を中心とした医薬品産業の現状とバイオベンチャー発展に向けて」を参考に作成

＜対応案＞

上市までのリスクと開発資金のイメージ

• 世界的に新たな医薬品の開発は大学発のシーズに基づく創薬ベンチャーにシフトしてきているが、米国に
比べて脆弱な日本の創薬・ベンチャーエコシステムでは数千万円～数億円規模のVC出資を集めるの
がやっとの状況であり、日本の創薬ベンチャーが必要な資金を円滑に調達するのは困難。

• 創薬ベンチャーは、①開発期間が長い、②開発資金が多額、③成功率が低い、④薬事承認されないと
売上げがないなど、ビジネスモデルが特殊で事業化の難易度が高い。特に治験第１相、第２相は、リス
クは依然大きいにもかかわらず、開発資金が50～100億円といった規模に跳ね上がる。

• 大規模な開発資金の供給源不足を解消するため、①NEDO事業も参考にしつつ、ハンズオンによ
る事業化のサポートを行う認定VCによる出資を要件として、特に第１相、第２相期の創薬ベンチャー
に対する大胆な実用化開発を支援、及び、②創薬ベンチャーが調達できる長期の開発資金の規模を拡
充するため、政府系ファンド等の活用も検討すべきではないか。

①認定VCの目利き力を活かした
優良ベンチャーの発掘・育成

②認定VCの能力・投資規模拡大の加速化
③起業経験者の将来的な再起業なども含めた

創薬ベンチャーエコシステム全体の底上げ

＜期待される効果＞
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ワクチン開発・製造産業の育成・振興

○ワクチンの出口戦略の検討
○ワクチン等の企業開発支援を行う体制の構築
○パンデミック時に国産原材料・資材を確実に確保するための基準策定

①ワクチンの出口戦略の検討

→ 企業の予見性を高めるため、海外市場の開拓やWHOの事前認証取得の後押しなど、出口戦略を検討
→Gaviなどの国際的な枠組を通じて世界的にワクチンを供給することや途上国の支援ニーズ等に応じたODAの活用等の検討

②重点感染症の指定・ワクチン等の企業開発支援を行う体制の構築
【政策】

○感染症発生状況のモニタリングを実施
→ 国内外の感染症発生状況のモニタリングを実施する方策の検討（例：厚労科研費による感染研での実施）

○専門家による議論を経て、重点感染症を指定
→ 重点感染症（※）の指定の際には、海外のみで流行している感染症もフォーカスに入れることも検討

※国内又は海外で公衆衛生上の危機となり得る感染症であり、これまでワクチン等の開発が困難で、対処方法がないものを想定

【体制】

○重点感染症に対するワクチン等の企業開発支援を行う体制を構築
→ 米国には、主にアカデミアの研究支援を行うNIHに加えて、公衆衛生上の危機に対応するためにワクチン等の企業開発支援を行うBARDA
（Biomedical Advanced Research and Development Authority：アメリカ生物医学先端研究開発局（保健省の一部局））が存在

→ BARDAは平時から企業支援を行っており、今回のコロナパンデミックにおいて、ワクチン開発に重要な役割を果たしたと考えられる

③ワクチン生産に必要な国産原材料・資材に対する基準の策定
○「研究用」とされている国産原材料・資材について、ワクチン製造に用いることができるように基準を策定

→ 基準を策定する主体としては、厚労省の部会等が考えられるか
→ ワクチン製造の基準を策定することで、国産の原材料・資材の振興にも繋がる可能性

13



エボラ、ジカ、ＳＡＲＳ・ＭＥＲＳ、ラッサ等（WHOブループリントに基づく１０疾患）

と新型コロナウイルスワクチンのワクチン

エボラ出血熱、MERS、ジカ熱に見られるように地球規模の感染症は今後も発生が予測され、エボラ危機が引

き起こした深刻な事態を招くことがないよう、各国政府・国際機関・民間・市民社会が一丸として取り組む枠組
みが必要とされることから、世界連携でワクチン開発を促進するため、2017年1月19日ダボス会議において
正式発足した官民連携パートナーシップ。現在は、新型コロナウイルス感染症ワクチン開発も支援。

感染症流行対策イノベーション連合
（CEPI: Coalition for Epidemic Preparedness Innovations）

ドナー国、慈善団体、企業理事会拠出

当初参加国
ノルウェー、日本、ドイツ

ウェルカムトラスト
ゲイツ財団

製薬企業・研究所等 開発者

ワクチン開発推進

開発資金を支援

臨床試験

途上国を中心とする感染地域での流行封じ込め
→世界的な感染拡大阻止

CEPI

2017年1月19日ダボス会議
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設立目的

低所得国の予防接種率を向上させることにより、子どもたちの命と人々の健康を守ることを目的として、

２０００年にスイスで設立された官民連携パートナーシップ。

Gaviワクチンアライアンスの概要
（Gavi the Vaccine Alliance）

• NGO等の市民社会組織と連携し、支援が行き届きにくいコミュニティ等での予防接種活動を促進し、ワクチン未接種の
子どもを削減する。

• これまで支援対象としてきた低所得国73か国（一人あたりのＧＮＩが１５８０ドル以下）に加え、２０２１年以降、
中低所得国に対しても支援を行う。

①ワクチンの導入と規模拡大（支援対象疾患を１３種類から１８種類に拡大）

②予防接種の公平性促進のための保健システム強化（ワクチン未接種の子どもを減らすための取組の強化）

③予防接種事業の持続可能性の改善（自己資金によるワクチン事業の促進支援）

④ワクチン及び予防接種関連製品の市場形成（ワクチン価格の適正化、途上国ニーズの高いワクチン開発等）

活動内容
（１）２０２１－２０２５戦略目標：Ｇａｖｉ５．０

（３）特徴:官民パートナーシップ、革新的な資金調達、費用対効果の高い活動

• ドナーからの資金調達手段（拠出金）に加えて、ワクチン債（ＩＦＦＩｍ）やワクチン事前買取制度
（ＡＭＣ）等の革新的な資金調達手段を通じて、長期に予測可能な資金源を確保。

• 設立以来、８億２２００万人の子どもたちに予防接種を行い、１４００万人の命を救った。一方､事務局
コストは全体予算の３％以下と、非常に費用対効果の高い機関。

• 支援国７３か国のうち、２０２０年までに１６か国が自己資金での定期予防接種プログラム運営に成功。

• 支援国では、１ドルを予防接種に投資すると２１ドル（広範な社会利益を含めると５４ドル）のリター
ンがある等の効果。

（２）ＣＯＶＡＸファシリティ事務局
• 途上国を含めた世界全体における新型コロナワクチンへの公平なアクセスを確保するための国際的な枠組み

であるＣＯＶＡＸファシリティの事務局として運営を担う。

15



COVAXファシリティ（COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX) Facility）

 新型コロナワクチンへのニーズの高さから、開発を巡る国家間競争が過熱し、ワクチンが高価格になる可能性。

 国家の経済力に関わらず、ワクチンへの平等なアクセスを確保できるようにすることが必要。

背景

 ①先進国等向け、②途上国向けの２つの枠組みで構成。

 COVAXファシリティへの参加国・地域は１９１か国・地域

（①「先進国等向け枠組み」への参加合意書を提出した９８か国・

地域、②「途上国向け枠組み」の対象である低所得国の９２か

国・地域等）注。

 COVAXファシリティによるワクチン供給が２０２１年２月２４日

から開始。

 ＡＣＴアクセラレータの４つの柱（ワクチン、治療薬、診断、保健システム）の１つであるワクチンに関する実施戦略。

 Ｇａｖｉ主導の下、時限で立ち上げられた包括的な資金調達及び供給調整メカニズム。ワクチンの購入量と市場の需要の保

証を通じ規模の経済を活かして交渉し、迅速かつ手ごろな価格でワクチンを供給する仕組み。

 まずはハイリスク群である保健医療関係者、高齢者等へのワクチン接種を目指す。

目的

概要

注：２０２１年５月時点。米国は①「先進国等向け枠組み」には参加していないが、②「途
上国向け枠組み」に拠出し、ドナー国として参加している。

① 先進国等向け

先進国等 ワクチン
製造企業

前払い拠出

ワクチ
ン

Gavi

先進国等
ドナー

途上国

拠出
ワクチン
製造企業

ワクチン

Gavi

支払い
② 途上国向け
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公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund)
（Global Health Innovative Technology Fund）

日本の製薬企業･研究機関

開発途上国における保健･医療の改善（NTDsの制圧）

日本の製薬企業厚生労働省
ゲイツ財団

ウェルカム・トラスト

2015（H27）年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs）において、顧みられない熱帯病（NTDs）※や結核、マラリア等の

根絶等について明記されている。 しかし、これら開発途上国を中心に蔓延する疾病の治療薬の研究開発は、先進国において需要が少ない
等の理由から充分になされていない。このため、日本の製薬産業の優れた研究開発力を活かして、そうした開発途上国向けの医薬品研究
開発を、ゲイツ財団等も含む官民連携で促進することにより、国際保健分野での貢献を行っている。
※ 顧みられない熱帯病（NTDs, Neglected Tropical Diseases）: デング熱、リーシュマニア症、シャーガス病等２０の疾患がWHOにより定められている。 GHITは、
そのうち一部の疾患を選定・研究開発支援の対象としている。 （2019年7月時点で、11疾患）

外務省

開発途上国向け医薬品の実用化

それぞれの知見を活かした研究開発等支援

グローバルヘルス技術振興基金 (GHIT Fund)
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ワクチン開発に向けた感染症発生状況のモニタリング体制について

 国内における感染症の発生状況
• 未知の重症疾病については、感染症法に基づく感染症発生動向調査における疑似症サーベイランスのスキームで早期検知体制を確保
• 新興・再興感染症データバンク事業により、臨床・ゲノム情報を収集、ワクチン等の医薬品開発に活用する体制を構築（R3年度～）

 海外における感染症の発生状況
• 世界保健機関（WHO）出向者や在外公館の保健アタッシェ、国際保健規則（IHR）、大学が有する海外研究拠点の他、メディアやSNS等を
通じた非公式情報の把握等を通じて海外の感染症の動向について把握

目指す姿

海外での感染症発生
の初期段階における
確度の高い科学的知
見の入手が困難

課 題

現 状

感染症発生の初期段
階における検体の入
手が困難

1

2

現状では、データバ
ンクの対象は新型コ
ロナウイルスに限定

3

• 国際的な公衆衛生インテリジェンス
の収集・集約（ネットワーク構築）

• ワクチン等の医薬品需要まで見据え
た包括的リスクアセスメントの実施

検討の方向性

• 海外検体の早期確保
• 海外検体を用いたワクチン等の研究
開発の推進

• データバンクの他のパンデミックリ
スクのある病原体への拡大

• データバンクを用いたワクチン開発

• 大学が有する海外研究拠点や他国（例：米国NIH）との
連携強化、人材派遣等による分野を横断した積極的な公
衆衛生インテリジェンスの収集体制の構築の検討

• ワクチン等の開発を推進すべき重点感染症を指定する体
制の構築の検討

• 大学が有する海外研究拠点での検体入手・解析の検討
• 受け入れた海外検体を用いてワクチン等の開発を進める
ための実験施設（BSL施設）施設の整備のあり方の検討

• データを収集する対象のあり方等の検討
• データバンクを活用した研究開発を推進するための体制
の検討

• バイオリソースとしてのウイルスの保管方策の検討
18
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