
【テキスト】ワクチン徹底解説（打ちますか？）

伊勢です、 

嬉しい報告があります。 

仮免許の実技試験に 
合格しました。 

運が良かったです。 

その日、待機室に入ると 
10名の人がいました。 

その後、1号車と2号車で 
5人ずつに振り分けられました。 

私は1号車で、2番目にテストを 
受けることになりました。 

そして、 

全員のテストが終わった 
後に、気づいたのですが、 

その日の合格者は3名だけでした。 

しかも、その3人は、、、 

全員、1号車のテスト生 
だったのです。 

つまり、 

1号車は、5人中3人が合格、 
2号車は、全員不合格です。 

もし、 

2号車に振り分けたれていたら、 
おそらく私も不合格だったと思います。 

2号車の試験官が鬼厳しかったのです。 

2号車の人たちは本当に運がなくて 
かわいそうです。 

今回に関しては、ラッキーでした。 

前回の不合格をお知らせしたときに 
激励を下さった皆様、 
ありがとうございました。 



あとは、本免の学科試験と 
本免の実技試験です。 

鮫洲は激混みで1ヶ月半待ちなので 
本免の学科から府中に行くことにしました。 

うまくいけば、来月末には 
クリアーできそうです。 

ハワイ前に免許をとらないと 
いけなので、絶対に合格しなくては 
ならない戦いが続きます。 

… 

さて、 

今日のちょっとした 
ニュース解説です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
コロナワクチンについて 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ワクチンを打つ打たないは 
個人の判断ですが、 

打たなければならない職業の人も 
いますので、情報をシェアしたいと思います。 

今、アメリカで打たれている 
ワクチンは、 

・ファイザー 
・モデルナ 
・ジョンソン＆ジョンソン 

の3社が製造したものになります。 

先日、大統領と面談しに菅さんが 
ファイザーのCEOに日本分の確保を 
お願いしていました。 

日本では、ファイザーのものが 
中心になると思います。 

このワクチンですが、 
2種類のものが存在します。 

・mRNAワクチン 
・ベクターウイルス型のワクチン 



です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
mRNAワクチン 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

mRNAワクチンは、 

・ファイザー 
・モデルナ 

2社のワクチンになります。 

mRNAワクチンが効果を発揮する 
ステップは、 

1.）mRNAの体内への投入 

新型コロナウイルスのタンパク質のうち 
免疫細胞が反応する部分のタンパク質をつくる 
mRNAを体内に投入する。 

2.）体内で免疫が反応するコロナウイルスの 
タンパク質部分がが作られる 

3.）体にタンパク質を認識させ、免疫反応を起こし 
抗体を獲得する 

となっています。 

（医師の方、この解釈であっていますでしょうか？ 
分かりやすい説明や、間違っているところがあれば 
ご指摘いただけますと嬉しいです） 

生物は、タンパク質を形成するときに 
DNAの情報をもとにつくりますが 

DNAの情報を読み込むときには 
一度、mRNAの形に転写し 
そのmRNA情報をもとに生成されます。 

一度、わざわざDNAの情報を転写し 
mRNAを書き出した上で、タンパク質が 
生成されるのです。 

このプロセスが興味深いです。 

ファイザー、モデルナのワクチンは 
mRNAをダイレクトに体内に入れてしまって 
自分の体内でタンパク質をつくってしまおう 
というやり方です。 



過去のワクチンは、ウイルスを 
体内に入れて免疫反応を起こし抗体を 
獲得するものでした。 

しかし、mRNAワクチンは 
免疫が反応するタンパク質だけを 
体内で作り出し、 
抗体を獲得するのですから 
画期的な技術になります。 

今後、様々な病気の治療に、 
使われるようになる革命的な技術と 
言われています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
mRNAワクチンの弱点 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

mRNAを使ったワクチンですが 
弱点は安定性にかけることです。 

DNAの情報は、反転した情報と 
セットになっているので安定しています。 

DNAの美しい二重らせんは 
見たことがあると思います。 

しかし、mRNAは、片側だけの情報なので 
すぐに壊れてしまいます。 

常温だとすぐに壊れてしまうので 
冷凍しておく必要があります。 

ワクチンの冷凍輸送問題について 
ニュースで目にしたことがある人もいると 
思います。 

そして、体内に入っても 
指定されたタンパク質をつくると 
すぐに壊れてしまいます。 

そのため2回の接種が必要と 
なっています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
mRNAワクチンは危険なのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

私は、科学者ではありません。 

なので、一般論にはなりますが 
次のように言われています。 



mRNAワクチンの危険を煽る人は 
mRNAが、その人のDNAを変えて 
しまうと言います。 

しかし、RNAをDNAに転写するには 
特殊な酵素が必要で、このワクチンには 
そのような酵素はもちろんないので 
あり得ないと言われています。 

ウイルスの世界では、RNAがDNAを 
変えてしまうレトロウイルスも存在しますが 
それも特殊な酵素があって始めてできること 
と言われています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ウィルスベクター型のワクチン 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

もうひとつのタイプのワクチンは 
ウィルスベクター型ワクチンです。 

・J&J（ジョンソン＆ジョンソン） 
・アストラゼネカ 

の2社が、ウイルスベクター型です。 

アストラゼネカ社製のワクチンは 
イギリスで大量に打たれているものです。 

ウイルスベクター型のワクチンは、 

1.無害か弱毒性のウィルスのDNAを 
遺伝子操作して、新型コロナ 
ウィルスの免疫が反応するタンパクを 
組み込む 

2.そのウイルスを体内に入れて 
そのウイルスに人を感染させる 

3.免疫反応で抗体をつくらせる 

というものになります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ウィルスベクター型のワクチンの特徴 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ウイルスなので、安定しているので、 
冷凍保存の必要がありません。 

また、体内でも安定しているので 



1回の接種で抗体ができます。 

＝＝＝＝＝＝＝ 
血栓問題 
＝＝＝＝＝＝＝ 

しかし、 

イギリスで、アストラゼネカの 
ワクチンがごくまれに血栓を作るという 
副反応が報告されていました。 

そして、先週ぐらいに 
アメリカもJ&Jのワクチンが 
血栓をつくる可能性があるということで 
一時、接種中断となっています。 

塾長も、J＆Jと、ファイザー両方の 
ワクチン接種を毎日予約しているけれど 

政府発表前のタイミングでJ&Jワクチンは 
危険かもしれないと認識し、家族にもJ&Jは 
辞めるように指示を出したと言っていました。 

塾長は予約だけし続けていて 
まだ打っていないようです。 

JJとアストラゼネカの事例から 
考えられるのは、 
ウィルスベクター型のワクチンは 
血栓ができる可能性が現在のところ 
あるということになります。 

… 

良く、 

「情報源はどこですか？」 

と、聞かれますが、 

おすすめとしてブルームバーグを 
上げています。 

あとは、何度か、紹介しているのが 
「週刊 Life is Beautiful」という 
中島聡さんの有料メルマガです。 

中島さんは、マイクロソフトで 
ウインドウズ95の開発に携わっていた 
プログラマーで、 



その後独立し、起業した会社を 
バイアウトし、今もシリコンバレーの 
最先端テクノロジーの会社のパートナーとして 
開発をし続けている方です。 

アメリカ在住ですし、日本では数少ない 
アメリカで評価されている日本人だと思います。 

・テクノロジー 
・アメリカの情勢 
・プログラミング 
・電気自動車業界 

などにとても詳しく、 
私は毎回とても楽しく拝読しています。 

上記のワクチンの話も 
中島さんのメルマガを参考に 
させて頂きました。 

中島さんだけではなく、 
自分なりに調べて、噛み砕いて 
まとめています。 

（何の記事を書くときも 
情報を集め解釈して落とし込むので 
いつもかなりの時間を使っています） 

今週の中島さんのメルマガは 
かなり読み応えがあり、 

もうひとつ興味深い内容があったので 
紹介してみたいと思います。 

（出典元を明記すれば引用OKと 
なっていますので、分かりやすかったので 
そのまま引用します） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
福島原発の汚染水放出について 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

汚染水の放出については、 

世界各国も薄めて流しているので 
問題なしなんだろう、 

と、個人的には思っていました。 

麻生大臣は、飲めると言っていました。 

ただ、そう簡単な話でもなさそうです。 



今回、放出されるのは、トリチウムが 
含まれている汚染水です。 

トリチウムは、崩壊時に弱い放射線しか 
出しませんし、体内に入ってもすぐに排出 
されるから安全と言われています。 

しかし、そうとも言えないようです。 

そのまま飲むのであれば、 
問題ないのですが、 

（以下引用） 

しかし、福島第一から海に放出される 
トリチウムは海洋プランクトンの 
光合成により（水ではなく）有機物として、 
それを介して海産物に取り込まれるため、 

人間の口に入る段階では、 
アミノ酸などの有機物になっています。 

アミノ酸は、DNAの原料であり、結果として 
DNAの中に、トリチウムが取り込まれることに 
なります。 

DNAは体の一部なので、DNAの中に取り込まれた 
トリチウムは、（水として摂取されたトリチウムと 
違って）数年～数十年間、体の中に残ります。 

通常、体の中に取り込まれた放射性物質は、 
それが崩壊する際に放出するベータ線やガンマ線が、 
近くにあるDNAに悪い当たり方をしたときに、 
DNAを破壊してしまうのが問題ですが、 
その確率は低く、DNAの破壊は滅多に起こりません。 

一方、DNAの中に取り込まれたトリチウムが 
崩壊する際には、 

トリチウムがヘリウムに変わってしまうため、 
１００％DNAの破壊が起こります。 

つまり、同じ量のトリチウムを摂取した場合、 
水として摂取する場合と、 

海産物として摂取する場合では、 
リスクは大きく違い、後者の方が、 
はるかにリスクが高いのです。 

残念なことに、国の規制基準は、 
トリチウムを水として摂取した 



ベータ線の影響しか考慮しておらず、 

トリチウムを海産物として摂取した場合、 
どのくらいが安全なのかという十分な 
データもないのです。 

実際、トリチウム水を大量に排出する、 
カナダの原発の近辺では、 
子供たちのダウン症や白血病の発生率が 
通常よりも高いことが報告されています 
（Astonishing Tritium Expos？ w/ Dr. Ian Fairlie & Fairewinds Energy）。 

海産物をあまり食べないカナダ人の間 
ですらそうであれば、海産物を 
多く摂取する日本人社会が 
どんな影響を受けるかは、 
とても気になるところです。 

（引用終わり） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「トリチウムは海洋プランクトンの 
光合成により（水ではなく）有機物として、 
それを介して海産物に取り込まれるため、 

人間の口に入る段階では、 
アミノ酸などの有機物になっています。 

アミノ酸は、DNAの原料であり、結果として 
DNAの中に、トリチウムが取り込まれることに 
なります。」 

ここのDNAに取り込まれるかの部分が 
肝心だと思うのですがどうでしょうか？ 

詳しい方に聞いてみたいです。 

もし、いらっしゃいましたら 
教えてくれたら嬉しいです。 

・・・・ 

ということで、問題点としては、 

・どれくらいの量を放出するのか？ 

これをカナダなどと比べてきちんと 
説明する必要がある。 

・分解できる技術がすでにあると 
言われるなかで、なぜ汚染水を浄化しないのか？ 



（私がその技術を持つと言われている 
知り合いの社長に聞いた話では、 
良いところまで話が進んでも最後は、 

「その技術を入れることで、土壌を含めた汚染処理を 
している何千人の雇用が失われるのでできない」 

と、言われたそうです。 

本当だとしたら全く納得がいかないです。） 

・海産物から体内に入った場合のエビデンスが 
確立されていない 

ということで、 

問題はないかもしれないし、 
あるかもしれない、 

まだ、どちらかも分からない、 

というのが、現在地であり 
この問題の客観的な評価なのだと 
思います。 

ちなみに、同じく放出している韓国が 
クレームを付けていましたが 
アメリカに諭されたようでトーンが 
急に弱くなりました。 

今回は、アメリカが強く日本の放出を 
バックアップしています。 

このようなやり取りを見るにつけ 
世界には各国のパワーバランスがあり 
それが、さまざまな決定に影響を 
与えているのが分かります。 

そして、政治によるバーターが存在する 
のも分かります。 

日本が差し出し、協力するものがなにで 
その見返りが何かということです。 

今後の世界は、ますます、 
世界情勢の影響を受ける時代に 
なってきたのだと思います。 

それでは、また、メールします。 

伊勢隆一郎


