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・How Serious Is the Risk?  

 １．鳥インフルエンザの危険性はどのくらいあるのか：Ｑ＆Ａ 

  
 一部抜粋訳 

 昨年中テレビや新聞紙上で、鳥フルとそのパンデミックの可能性について報じられないことは無かった。最初は

アジア、続いてヨーロッパ、そして現在はアフリカと、H5N1 鳥フルウイルスは間違いなく拡大している。最新の報

告された国はアゼルバイジャンで、７人が感染して５人が死亡している。 

 ウイルスはまだ米国に辿り着いていないが、それは時間の問題と言われている。しかしもしそうだったとしても、

人におけるパンデミックが必ずしも生じるということでもない。多くの研究者達は、人でのパンデミックが生じること

に疑いを抱いている。ウイルスは容易に人に感染しないし、感染したとしても、そこから別な人間には決して感染

しない。鳥インフルエンザは、名前の通り、鳥での感染症と言っても過言ではない。それは数千万羽の鳥に感染

したが、人に対してはほんの２００人にしか感染してないし、そのほとんどは鳥からの感染である。 

 しかし H5N1 ウイルスが人に感染したなら、それは致死的症状を引き起こす。感染者の半数以上が死亡するほ

どの異常な致死率を示している。さらに同じように警告的な現象として、死亡しているのは、通常ハイリスクとされ

る人々ではなく、健康的人々であることだ。 

 明らかに高い致死率と急速なる拡大傾向に、科学者達は真剣に危機感を高めている。さらに１９１８年のスペイ

ン・インフルエンザのウイルスが、やはり鳥インフルエンザ・ウイルスであって、それが直接人に感染を広げたとい

う事実が最近明らかになったことで、警戒感はさらに高まっている。 

 付け加えるに、H5N1 ウイルスはＡ型インフルエンザウイルスに属するが、パンデミックを生じるウイルスはＡ型

に限られている。これらのＡ型ウイルスは元来鳥インフルエンザ・ウイルスだった。過去におけるパンデミックが生

じた年代を挙げると、１９１８年、１９５７年、１９６８年であり、研究者達の中では新しいパンデミックがそろそろ生じ

る可能性が論議されている。それはＡ型インフルエンザであるが、今は正しく H5N1 ウイルスに照準が当てられて

いる。 

 現在 H5N1 ウイルスは人から人へ感染する能力だけが欠けている。もしウイルスがこの能力を獲得したならパ

ンデミックは生じる可能性が高い。 

 全てはウイルスの感染能力にかかっている。しかし H5N1 ウイルスが人の間での感染性を獲得するかどうかは

予知できない。ウイルス遺伝子は変化してきている。そして研究者達はその変化により、ウイルスの人への感染

性が高まることを警戒している。または H5N1 ウイルスが感染した人の中で、さらに感染してきた人インフルエン

ザウイルスと交わり、遺伝子組み換えが生じ、人への高い感染性を獲得する可能性もある。 

 しかしほとんどの鳥インフルエンザ・ウイルスは種を越えて人に感染するようにはならない。専門家の中には、

H5N1 鳥フルウイルスは１０年もの間鳥の間で感染を繰り返していたにも関わらず、人へ感染するような変化は生

じていないから、今後もそう簡単には変化しない、と解釈する人もいる。またその意見を否定する研究者もいる。

 現在感染を拡大している H5N1 ウイルスは、１９９７年に香港で検出された感染者１８人と６人の死者を出したウ

イルスとは、全く異なっている。時間と共に、H5N1 ウイルスは感染する鳥の種を広げているように思われる。そし

て哺乳動物へも感染能力を拡大してきている。 

 実際に感染した人の数は、報告されている数以上と推定される。そして医師の診察を受けることもなく回復して

いる軽症例も存在する可能性がある。もしそうならば、実際の死亡率はより低いと考えられる。しかし誰も軽症例

が実際に存在するかどうか、さらに（H5N1 ウイルスに）免疫を持った人がいて感染しないかどうか等、分からな

い。 

 さらなる情報が無いままに、保健当局では発病者の半数を殺してしまうと現在考えられている感染症に、立ち

向かってゆかなければならない。 

 

Ｑ 

 ウイルスが人人感染を起こしだし、パンデミックになることを、如何にして知ることが出来るか？ 

 

Ａ 

 もしパンデミックが生じたなら、それは一つの町とか国で発生するのではなく、どこでも起きえる。このような状態

をいち早く検出するために、世界１５０ヵ国以上が参加した国際的監視システムが作られている。そこで人に感染
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する新規インフルエンザの発生を監視している。パンデミック・インフルエンザ発生の代表的兆候として、異常な

感染発病様式が挙げられる。例えば、多くの患者の発生、通常のインフルエンザよりも重症な患者の発生、通常

のインフルエンザ・シーズン外での発生など。 

 

Ｑ 

 鳥インフルエンザが米国に上陸するとしたなら、最初にどこで発生するだろうか？ 

 

Ａ 

 色々なルートが考えられるが、渡り鳥によりもたらされるなら、アラスカかまたは西海岸が考えられる。 

 しかし鳥の密輸で上陸するなら、全ての国際空港から入ってくる可能性がある。 

 

Ｑ 
 鳥インフルエンザに罹患した人々の死因は？ 

 

Ａ 

 重症肺炎で死亡する人々のように、多くの患者は肺が機能しなくなり死亡する。 

 病気は通常発熱、易労感、頭痛、そして通常のインフルエンザのように全身の痛みなどで始まる。しかし、数日

以内に肺炎を呈し、患者の肺は高度に傷害され体液で満ちあふれる（血液が主：訳者）。 

 数例の事例であるが、小児の場合脳炎で死亡する場合がある。明らかにウイルスが脳を傷害した結果である。

また多くの人々は高度の下痢を呈しているが、これは通常のインフルエンザでは見られない症状であり、ウイル

スが腸管に対しても傷害を与えている証拠である。感染死した猫の例から考えると、ウイルスは哺乳動物の心

臓、肝臓、副腎なども傷害するようだ。 

 しかしさらなる詳細な情報は患者の解剖により得られるが、ベトナムなどの発生国では解剖を行えるケースが

少なく、解剖により医学的情報を得る機会が得られにくい。 

 
 
At the U.N.: This Virus Has an Expert 'Quite Scared'  

 ２．H5N1 ウイルスは非常に怖い－－国連ナバロ博士インタビュー 

 国連の鳥インフルエンザ対策主任調整官であるダビド・ナバロ博士は、現在鳥の世界で大惨事をもたらしてい

る H5N1 ウイルスが、人の世界でも同じような状況をもたらすのか、もしそうならいつなのか？、という問題に対し

て予知することに対して、非常に神経過敏になっている。 

 
 しかしナバロ博士は彼自身”極めて怯えている”と表現する。特に病気がアジア地域で弾けて、アフリカとヨーロ

ッパ、そしてインドへ彼が予測した以上の速さで拡大してからだと語る。 

 ”全く自由奔放で爆発的速さだ”、と同博士は言う。”そしてそれは劇的な仕草で、家禽をものすごい速さで殺し

続けていて、我々が極めて残忍なウイルスに遭遇していることを示唆するには、十分すぎる状況となっている”。

 ナバロ博士は先のＷＨＯ危機管理の責任者であるが、昨年９月に着任したときに鳥インフルエンザの大流行

が起きると、世界で１億５千万人死亡する可能性があると語り、世界中から非難されて以来”人騒がせな人”とさ

れてしまった。 

 同博士はこれまで世界の危機に関して数多くの実績がある（詳細省略；訳者） 
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 鳥インフルエンザに関して彼は５百万人から１億５千万人の死亡を予知したが（これは世界銀行の予測と同じ

である）、ニュースではより大きい数値だけが取り上げられた。 

 そして今、彼にどのくらい死ぬ可能性があるのか？と答うと、”私は分からない、誰にも分からない”と答える。 

 しかし彼は繰り返すように言う。彼が現在の職務についた昨年の９月頃以上に、彼は心配していると。１０月に

彼はウイルスはアフリカに拡大するだろうと予知した。そこでは監視態勢が整っていないから、家禽や人々の感

染の確認が数週間は遅れるだろうと語った。そしてそれは先月立証され、ナバロ博士の予言が正しかったことが

証明された。 

 

 さらに多くの国で数百万羽以上の鳥が感染してゆく状況は、”世界中にウイルスが対数的にその量を拡大して

ゆくことを意味する”、と博士は説明する。そしてインフルエンザウイルスの変異は極めて早い。感染した個々の

鳥や人の中でいつ変異が起きるかどうか、それらをチェックすることは不可能だ。 

 H5N1 鳥インフルエンザが人の間でパンデミックを引き起こすことに懐疑的研究者もいる。その理由は、１０年

間もウイルスは人に適合すること無しに、鳥の間で感染を繰り返していたということである。だから今後も簡単に

ウイルスは変化しないだろう。彼等はそう言う。それに対してナバロ博士は、その１０年間経った今、ウイルスは

急速に地球の半分に拡大したのだ、と反論する。（現在急速に変化しつつあるのだ。今後はどうなるのか分から

ない：訳者） 

 この懐疑論は、彼に１９８０年代の東アフリカで発生したエイズを思い出させる。誰もこのウイルスが世界中に

拡大するとは認識していなかった。そして未だにエイズウイルスが世界中に性的行為で広がったのか否か不明

なままとなっている。専門家達の中には性的行為だけでウイルスが世界的脅威となるだけ拡大するのは考えづ

らい、と考えている人も多い。 

 現在エイズウイルスは世界で２千万人の人を殺し、４千万人の人が感染している。 

 ”我々はエイズ発生の初期に、真剣に取り組むことをしなかった故（重大な感染症であると認識し、初期対策を

怠った：訳者）、現在の状況になった”、とナバロ博士は語る。 

 初期のエイズと同じように鳥インフルエンザには、未解決の問題が多く存在している：なぜ何年間も家禽の間で

のみ感染を繰り返していたのに、突然渡り鳥に感染して世界中へ拡大しだしたのか？なぜ中国北部のウイルス

株（現在西方で拡大している株）は、検査で擬陰性を呈することが多いのか？なぜトルコで、多くの人々が非常

に速く発病したのか？ 

 ”パスルの中でいくつかの部分が見失われている”、と博士は語る。”この先も我々は現在見失っている重要な

現象を見いだせないまま、自分達を嘲り続けなかればならないのだろうか？” 

 彼はウイルスが間もなく至る所に定着してしまうことを恐れている。ウイルスの封じ込めがより困難となり、人へ

の感染の機会が増大してゆく。猫への感染は彼の不安感を増大させた。それは絶えず人と共生しているから

だ。 

 ウイルスの変異は人に対する致死性を減じるという意見は、逆説的に悪い結果となる、と彼は説明する。感染

した人々の半分を殺してしまう感染症は、次の対象者に感染する前に燃え尽きてしまう（発病者が他人にウイル

スを感染させる前に死亡してしまう：訳者）。一方感染者の９８％を生かしておくウイルスは、１９１８年のスペイ

ン・インフルエンザのように、何億人もの人に感染を広げる。なぜなら多くのキャリア（元気なままウイルスを持ち

運ぶ人）がいるからだ。 

 公衆衛生分野の官僚として、５６歳の英国出身であるナバロ博士は以下のような自分を理想と考えている：正

直で、正確で、現実的で、複雑な事実を感覚的に人々に伝えることが出来る専門家。 
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On the Front: A Pandemic Is Worrisome but 'Unlikely'      

 ３．現場から：パンデミックは厄介だが、起きるとは思えない－－ファーラー医師インタビュー 

 ホーチミン市の熱帯病専門病院のジェレミー・ファーラー医師は過去３年間に２０数人の鳥インフルエンザ患者

を治療してきている。  

 少人数のチームではあるが、ファーラー医師とベトナム人の仲間達は、他の医師達に比べて、より多くの H5N1

鳥インフルエンザ発症患者の治療経験がある。H5N1 鳥インフルエンザは国際的保健当局が、次のパンデミック・

インフルエンザの候補として現在警戒している。 

 ２００３年以来、ほんの少数の感染者しか発生していないにも関わらず（１８６人）、そのパンデミックに関する科

学的会議が、特に最近多く開催されていることをファーラー医師は気にしている。 

 ”患者数と会議数の比率は約１：１０だろう。明日はハワイ、来週はジュネーブ、そしてシンガポール”と、ファーラ

ー医師はジーンズに赤いリュックを背負って語る。彼が講演する会議の合間に。 

 ”関心は極めて驚異的だ”、と彼はパワー・ポイントのスライドを提示しながら語る。 

 いまだ、この関心の高さが合理的判断からきているものかどうかは、ファーラー医師には分からないと言う。 

 数年間アジアで H5N1 鳥インフルエンザを観察してた彼は、このウイルスが種を越えて人に感染するように変わ

り、人の間でパンデミックになるとは思えないと言う。また、恐怖に満ちたパンデミック・インフルエンザがいつ起き

るか分からないとか、すでに起きても不思議ではない等という言い方を彼は否定する。彼はこれまで生じた破壊

的パンデミック・インフルエンザは１９１８年のスペイン・インフルエンザだけで、それは”特異的生物学的出来事”

だと言う。 

 ”何年間も人々はそれは起きるだろうと我々に言い続け、そして起きなかった”、とファーラー医師は説明する。

彼はベトナムにおけるオックスフォード大学臨床研究施設のディレクターも兼ねている。”アジアで数十億羽の鶏

が感染し、数百万人の人々が一緒に生活している。－－我々アジアに住む者は家禽と密接な関係を持った生活

をしている－－、に関わらず２００人足らずしか感染していない。 

 それでもファーラー医師の中には、ウイルスに対する警戒感がある。－”非常に嫌なウイルス”、と彼は呼ぶ。そ

のウイルスによって肺を貪り食われて死んだ、若い健康的人々を彼は医師として観察してきたのだ。 

 昨年、ウイルスは鳥における感染地域を東中国から西アフリカへ拡大した。時間と共に、感染する対象動物の

種類を増やしている。フェレットや猫。 

 ”それは警戒すべきだ”、と彼は英国風の抑揚を抑えた言い方をした。 

 全ての責任感のある科学者と同じくファーラー医師は、世界はパンデミック・インフルエンザ対策を行うべきと考

えている。しかしマラリアや結核などで実際に人々が死んでいる地域での教育に、最後の審判の予知を国際機

関当局者が行っているような感じを、彼は受けている。事実というよりも、より空想の世界に近い話のように。 

 そしてもしこれら当局者達の差し迫った予報が事実だったとしても、彼等が準備している計画の多くは機能しな

いと、ファーラー医師は言う。発展途上国では医療用資源も無いうえに、対応できる医療施設もない。 

 ”私は、パンデミックが生じる確率は本当は分からないのだ、と言うべきと考える。それを聞いた人々は決して安

心はしないだろう。それは微かなうなり声を上げて僅か９８人程度しか殺さないかもしれない。さもなければ、かっ

てＷＨＯのナバロ博士が推定した数に近い２億人もの人々を犠牲にするかも知れない。 

 ”もしそうなればそれは恐ろしいことだ。でもそれは非常に、非常に考えにくいことだ、と私は考える。でも、これ

らの考え方の釣り合いをとるのは難しい”。 

 ベトナムの熱帯病専門病院では、医師達は決して起こりはしないだろうと予想されるパンデミックに対して、緊

張感を持って対処してきている。パンデミック、それはかなり以前から、一種のファッションのように欧米で語られ

てきていることではある。 

 ベトナムが２００５年中旬に家禽へのワクチン接種を開始する前は、鳥フルは家禽の間で自由奔放に広がって

いた。１８６人の患者のうち９３人がベトナム人だった。しかし今年は発生していない。 

 しかしながら熱帯病千専門病院のスタッフは完全な予防装具を身につけて疑い患者に接している。なぜなら”

次の患者が人人感染の開始となるかどうかは、誰も分からないからだ”とファーラー医師は説明する。 

 新規患者に遭遇するごとにスタッフは国際的に勧奨されている方法に従うように努めている。しかし彼等の現
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場での経験からすると、ジュネーブやローマの国連の専門家が作成した手際の良い対策計画には、穴がいくつ

も空いていることに気がつく。 

 ＷＨＯは、患者を早期に発見して、接触者を同定し、そして抗ウイルス薬を処方し、そして隔離する方法等で（こ

れはあくまでも例としてであるが）、パンデミックは封じ込むことが可能かも知れないと言っている。 

 これに対する反応として、ファーラー医師は１人の患者の家庭の写真を示す。メコン河沿いのあばら屋だ。その

患者が病気になったとき、彼はボートを漕いで地域の保健施設に行った。そしてそこから地域の病院へ移送され

た。後に救急隊が彼をホーチミン市へ連れてきた。そこでウイルスの遺伝子的分析が行われて、肺炎ではなく鳥

インフルエンザの診断が確定された。もし鳥フルが人に簡単に感染する能力を身につけていたなら、彼は診断さ

れる前に数千人に感染させていたと考えられる。 

 ”速やかに行動しなければならないが、その過程は現在数日間は要する。（症状が現れてから病院へ収容され

診断がつくまで）。”、とファーラー医師は言う。診療所、検査室、専門家を揃えるためにさらなる金が必要である

ことを示唆している。 

 患者が発生した村へ行き、タミフルで村を飽和することが出来ると思うだろうか？ファーラー医師はそのように

尋ねる。”もし患者が発生したことを村人が聞いたなら、彼等はどのような行動を起こすだろうか？ 彼等はおと

なしく座ってはいない。彼等はバスに乗って逃げだし、他の村の親戚の家に行く”、そこでインフルエンザはさらに

拡大してゆく。 

 ベトナムの医師達にとって、人の鳥インフルエンザ事例は３年以上も前から、現実的恐怖であった。そしてファ

ーラー医師は、当初、患者から感染するかどうかも定かでない中、献身的に働いた医療スタッフの恐怖を生々し

く思い出す。 

 ”この肺をみてごらん、何もないんだ”、とファーラー医師は現在回復して大学に戻っている患者の胸部写真を

示した。患者の左胸には何も無く大きな空洞となったままだ。病院における研究は世界にH5N1鳥インフルエンザ

に関して多くを教えた：人が感染した場合、ウイルスが消え去るまで通常のインフルエンザよりも時間がかかる、

そしてタミフルは速やかに耐性株を作る等。 

 しかし悔しいことに、ファーラー医師には治療方法の改善策は今のところ無い。 

 ”我々が必要としているものは株を越えて効果を発揮するワクチンである。なぜならウイルスは毎年変化す

る”、と彼は言う。”英国に住む自分の母親は、毎年ワクチン接種を受ける。しかしそれはアジアの田舎では現実

的方法とはならない”。 

 タミフルは注目されているが、１種類の薬だけではウイルス疾患には対処出来ないことは周知の事実である。

エイズでは数種類の薬が使われている。 

 ファーラー医師の病院の患者にはタミフルが投与される。そしてそれは何らかの効果を呈する。”それは我々が

保有する手段の全てだ”、と彼は言う。”もし自分が発病したなら、間違いなくそれを服用したいと思うだろう”。 

 しかし、彼は１０年近く続いているアジアでの鳥インフルエンザに対する、国際的研究と共同作業が十分でなか

ったことを悔しがる。例えば、彼が言うには、ベトナムではワクチンの家禽への投与で鳥フル発生が著しく減少し

たが、ウイルスの中に変異してワクチンに対して耐性となる株が現れ、それが翌年にリバウンド状態となって流

行するする可能性があるのか、否か、誰も分からない（そのような研究が行われていない）。 

 個人的にはファーラー医師は楽観的で、パンデミックは生じないだろうと信じている。もしウイルスが変異して人

人感染を起こすようになったとしても、そのときは致死性を著しく減じているだろう、と彼は言う。 

 しかし、もし大被害が生じたなら、と彼は言う：”人々は過去を振り返り、言うに違いない：このウイルスは他の種

にも感染していた厄介なウイルスだ。それはあなたも知っていたはずだ。にも関わらず何もしなかったのか？やっ

たことは効果的薬１種類を手にしただけで、ワクチンは用意しなかったではないか”。 
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With Every Epidemic, Tough Choices  
 ４．流行病に対する対策決定は常に困難 
 
 世界中に広がりつつあり、すでに数千羽の鳥をアジアとヨーロッパで殺している H5N1 鳥インフルエンザウイル

スは、公衆衛生学に古典的ジレンマを呼び起こしている。 

 保健当局にとって、鳥インフルエンザが実際に大被害を発生するのか分からないにも関わらず、それが人の間

で流行すると予測したとき、初期の警戒報をいつ出すか、または出すべきかを決定することは、非常に困難な作

業となっている。  

 ジレンマはしばしばインフルエンザウイルス、そのものに対して起こる。すなわちそれは絶えず変異し続けてい

て、人の間でのパンデミックを予想通り、予期しない時に引き起こす。科学者達は、次のパンデミックがどの株

で、いつ、引き起こされるのか情報を欠いているが、それでも彼等は次のパンデミックはいつ起きても不思議で

はないと確信しており、それ故対策を急ぐように主張する。 

 その種の迅速な行動がとられたのは、１９７６年、ブタインフルエンザがニュージャージーの米軍基地で４例発

生したときだった。このインフルエンザがパンデミックに移行する恐れを抱いた連邦公衆衛生当局は、再選を計

画していたフォード大統領に、ブタインフルエンザのワクチンを全てのアメリカ人に接種するように勧告した。 

 フォード大統領は１億３５００万ドルの予算を計上して２億人のワクチン製造に踏み切った。当時の人口の９５％

分に相当する。全ての国民に対して特定の感染症に対するワクチン接種の計画は、米国として初の試みで、議

会もそれを承認した。 

 しかしながら作成されたワクチン接種は、開始後間もなく保留状態となった。なぜなら麻痺性の病気であるギラ

ン・バレー症候群が４２００万人のワクチン接種者から発生したからだ。 

 ワクチン接種と明らかにリンクしていた患者数は少数であったが、政府はワクチン接種による副作用の可能性

がありえることを伝えていなかったし、またそれを公共の場で論議することもしなかった。 

 恐れられたパンデミックは起きなかった。しかしワクチン接種を終了した時点で５３５人のギラン・バレー症候群

が発症し、その中で２３人が死亡した。ブタインフルエンザは米軍基地で２３０人発生していたが、そのほとんど

は軽症だった。ウイルスは拡大しなかった。ワクチン計画は大失敗に終わった。保健当局者達は責任を問われ

て解雇された。それは極めて不当であると評する人達もいた。 

 このエピソードは保健当局者達のトレーニング用のテキストにも載せられた。充分考慮した計画無しの、早すぎ

る警戒報発令の危険性である。 

 

 逆の問題－－危機発生に対する警戒報の遅れ、は２００１年に起こった。 

 ９月１１日（世界貿易ビルでのテロ事件のあった日）を過ぎて間もなく、当時のトミーＧ・トンプソン保健省長官は

ナショナルテレビで、国民に対して政府はいかなるバイオテロに対しても十分対策を立てていると発表した。 

 その数日後、郵便システムを利用した炭疽菌ばらまき事件が続発し、同長官の発表の正当性が否定された。

事件は５死亡例を含む２２事例と被害者数は少なかったが、その事件は、政府が緊急事態に、医師達および公

共との間で適切なコミュニケーションがとれない事実を露呈してしまった。それは多くの政府当局者達に、健康被

害に対する反応の遅れを、反省点として残した。 

 上記２事例は多くの人々に政府の健康被害発生警告、またはその不足に対して、不信感をもたらす結果となっ

た。 

 H5N1 鳥インフルエンザに対する警告は、１９９７年に香港の科学者達が、鳥インフルエンザウイルスが直接人

に感染することを発見した時に始まった。それまで鳥インフルエンザウイルスは、ブタの体内で人インフルエンザ

ウイルスと混じり合ってから（両ウイルスの間で遺伝子交換が起こって）、人に感染すると考えられていた。以

後、ウイルスが鳥の間で感染を広げてくると共に、当局者達はウイルスが変異、または人インフルエンザウイル

スと結合して、人でのパンデミックを生じる新型ウイルスが誕生する可能性を警告してきた。 

 しかし世界で１８６人が感染し、１０５人が死亡したものの、ウイルスによる人でのパンデミックは未だ生じていな

い。 

 保健当局は厳格な警戒報を出すことで人々を恐れさせるべきか？それとも当局は安全に、パンデミックが実際

に起きそうな場合にのみ公共の場にそれを伝えるべきか？ 

 もし当局が早期に警報を出し、何も起きなかったなら、信頼性を失い、社会は科学者達が研究費が欲しいがた

めに、最悪の可能性を主張したと言うだろう。 

 もし当局が早期のまたは適時な警報を出さないで、そしてパンデミックが起きたなら、公共には何も情報を提供

してなく、そして適切にそれを防止しなかった、と批評家達は責めるだろう。 

 １９７８年のブタインフルエンザに対する政府とワクチン製造企業の反応を分析して出版したハーベイＶ・ファイ
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ンバーグ博士は、警報をどんな内容で、いつ発するかを決定するには、２つのジレンマが存在する、と説明する。

 １つは、カテゴリー５のハリケーンのような場合で、発生に関する長期的展望に立った確率、しかし起きたなら

大被害が発生する危機。 

 ”このような場合は否定者の方が概ね正当化される”、と国立科学アカデミー医学部門長官のファインバーグ博

士が、パンデミックに対する対策は不要と主張する人々に言及しながら、インタビューで説明した。（一定期間で

の発生確率は低いから：訳者） 

 

 もう１つは、科学者が政治家のリーダー達や公共が、自分達の感じているのと同レベルの警戒感をもっていな

い、と感じている時に起こる緊張からのジレンマである。もしある専門家が危機発生の可能性が１０％程度ある

から対策が必要と信じていたとき、行政当局者達が１０％の可能性は対策を講じるには低すぎると考えているこ

とを知ったときに、問題が生じる。 

 それ故科学者は、政府に科学者が考えていることが正しいと認識させるために、事実の説明と評価の方法を

模索する必要がある。 

 昨年、ブッシュ政権はパンデミック・インフルエンザに対する包括的行動計画を発表した。それでも、いつ警告を

発するのか、というジレンマは残ったままである。 

 
 

 外岡立人（小樽市保健所）訳 
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