で研究開発が進められてい

もう一つ、全く新しい技術

クチンを紹介しているが、

プの新型コロナウイルスワ

この本では、様々なタイ

コピーで増えることはでき

です。遺伝子がないので、

外側の殻だけのもののこと

ですが、中に遺伝子がない

本物のウイルスと同じなの

「ＶＬＰというのは、形は

アメリカで設立された製薬ベンチャー企業

るワクチンがある。
私は２００２年からアメ
「その頃、私は独立してど

リカで立ち上げたのですね。

ンだ。開発しているのは、
リカ国立衛生研究所に留学
こかの大 学の先 生になろう

ず、感染もしません。

製薬ベンチャー企業のＶＬ
し、 年間にわたってアル

それがレプリコンワクチ

Ｐセラピューティクス・

赤畑渉さんに伺った。

社ＣＥＯであり、開発者の

どういったものなのか、同

レプリコンワクチンとは

チンの開発を行っている。

メリカと日本で様々なワク

は東京にも拠点を置き、ア

アメリカで設立され、現在

ジャパン社。２０１３年に

態、ウイルスの殻だけを

て、ＲＮＡ遺伝子のない状

ルスのワクチン開発におい

称です。このアルファウイ

エラウマ脳炎ウイルスの総

ングニアウイルスやベネズ

重篤な感染症を起こすチク

アルファウイルスとは、

研究開発をしていました。

ファウイルスのワクチンの

た。私自身、かなり迷ったの

う かと言っていただき まし

挑戦してみてはいかがでしょ

ワクチンや 新しい治 療 法に

るのでベンチャーという形で

ノロジーだから、サポートす

これは非常におもしろいテク

と久 能 祐 子 博 士に出 会い、

ち上げていた上野 隆司 博 士

に日米で製薬ベンチャーを立

と思っていたのですが、すで

ＶＬＰとは、Ｖｉｒｕ

年に

にワクチンを届けることがで

のほうが最 終的に患者さん

使ったワクチンに初めて成

─
そして、その技 術を

ですが、大学よりベンチャー

─

功しました」

ｓ ｌｉｋｅ ｐａｒｔｉｃｌｅの
略で、日本語ではウイルス
様粒子と訳しますが、どう

きると考 え 、２０１

世界中の多くの人にワクチ

コロナウイルスの場合は、

で開発するか。今回の新型

パクを全部使うのではな

発技術では、スパイクタン

んできた感染症ワクチン開

われわれがずっと取り組

がかなりの数に増えるので

します。そうするとＲＮＡ

やすタンパク質をまず増や

れの技術では、ＲＮＡを増

がはじまりますが、われわ

活用してワクチンを開発す

ンを供給しなくてはいけま

く、一番重要な部分だけを

す」

いう技術なのか教えていた

リコンワクチンです。がん

せん。レプリコンワクチン

使います。これによってほ

会社を設立しました」

のワクチン研究でいい結果

は少量で効果があるため、

かの研究しているワクチン

る製薬ベンチャー企業をアメ

ＶＬＰの技術から、新型コ
が出ているので、新型コロ

素早く多くの人へのワクチ

だけますか。

ロナウイルスワクチンが生
ナウイルスが発生した時

とは違うデザインにしてい

アルファウイルスの

まれるには、どういった経

ンが作れるので、適してい

先程、レプリコンワ

に、このテクノロジーが使

ため、素早く多くの人への

クチンは少量で効果がある

─

緯があったのでしょうか。

ます。
また、今、開発している

ワクチンが作れるとお聞き

た。

のは、ウイルスの外側の殻

「アルファウイルスの外の

もう一つは、様々なウイ

そして、国産ワクチ

しましたが、どれくらい作

殻を使うのがＶＬＰのテク

の代わりに脂質でＲＮＡを
ファイザー社、モデルナ社

「レプリコンの粒子が

ルスの、それぞれ違った性

と同じ技術で、この脂質に

１２７ｇくらいあれば、日

ンとして開発しようという

ローチが必要かです。つま

よって体内の細胞に届けら

本の人口の１億２０００万

ノロジーですが、中の遺伝

り、どういったワクチンの

れるようになりました。こ

人分くらいのワクチンを作

れるのでしょうか。

デザインをすればいいかを

うした技術とレプリコンを

ることができます。換算す

くるむ技術です。これは

考えるのです。

組み合わせたものが、われ

ると、ＤＮＡワクチンの場

質に対してどういったアプ

「ワクチン開発に必要なこ
とが二つあります。
一つは、どういった目的

われが開発している、進化

合は同じ１２７ｇで東京

ことになったのですね。

代くらいからありました。
それを進化させたのが、
今われわれが開発している
新型コロナウイルスのレプ

したレプリコンワクチンな

そんなに違いがある
のですね。驚きました。

─

ります」

わせたくらいの人数分にな

は東京の新宿区と港区を合

くらい、ｍＲＮＡワクチン

ドームに入る３〜６万人分

ワクチンは免疫学、ウイルス学など、科学技術の結
晶と語る赤畑さん。

─

そこからタンパク質の合成

ＮＡを細胞に運ぶだけで、

「ｍＲＮＡワクチンは、Ｒ

は違うのでしょうか。

ｍＲＮＡワクチンと

のです」

子を使う技術も１９９０年

─

１２７ｇで日 本 国 民 全 員 分を生 産

アメリカのメリーランド州にある
VLP本社。

3

るのではないかと考えまし

ＶＬＰセラピューティクス・ジャパン社
えるのではと考えました」

127g で日本中に行き渡る最先端の国産ワクチン

─

少量を接種するだけで、体内で大量に増えていくというワクチン。早
く作ることができ、管理も容易、変異ウイルスにも対応できる。

ＰＡＲＴ ２
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（レプリコン）
ＲＮＡ
ワクチン
COVID-19ワクチンに関しては日本の東京や大阪
でも研究開発が進められている。
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２０２１年 前 半 、 臨 床 試 験 開 始

─
副反応が少なけれ

ば、高齢者にも向いている
で、新型コロナウイルス以
指していますが、もちろ

２０２２年の実用化を目
か。

同じように２回になります

る回数は他社のワクチンと

かもしれませんね。接種す

外の感染症が起こった時に
ん、安全性と有効性をしっ

ていただきます。

も、それに適応できるワク
かり確認して、ヒトへの接
「臨床試験のデータを見な

「私たちのこうした技術

チンを作ることができま
種は慎重に進めていきま
他社のワクチンの免疫が

す。また、変異ウイルスに
長く続かない可能性もある

いとわかりませんが、１回
もしくは２回にしたいと考
ので、その後に引き続き免

す」
えています。１回でも十分
疫機能を上げるワクチンと

も効果があると考えていま

かもしれません。また、定
して、年に１回接種すると

異ウイルスが発生した時で

すし、もし対応できない変
ら臨床試験で確認するのだ
期的に接種するワクチンと

副反応などはこれか

も、これまでの経験を踏ま
と思いますが、どういった
いったものにできるのでは

「マウスなどでの試験では

─

えて改良することも可能で
しても使えるのではないか

研究はどの段階まで
副反応の問題は今のところ

実際に供給する際、

チンも、最初の保管はマイ

保 管はプラス４℃で１〜２か月

ないかと考えています」

予測をされていますか。

─
進んでいるのでしょうか。
他社のワクチンより少量で

ありません。接種する量が
「今、臨床試験の準備をし

─
動の時はプラス４℃で大丈

よいことと、遺伝子をくる
のように超低温で冷凍しな

夫と考えています。例え

ているところで、できるだ
ナス ℃ですが、流通や移

こともあり、副反応は出に
くてはいけませんか。

ファイザー社、モデルナ社

りたいと考えています。
くいのではないかと予測し

んでいる脂質の量が少ない

２０２１年前半には大分大
ています。臨床試験で熱が

℃で保管しておき、クー

ば、東京の倉庫でマイナス

学で第１相がはじまる予定
「ファイザー社のマイナス

その後も４℃で１〜２か

マラ リアワク チンの 治 験 はアメリ
カでは第１／２ 相が 進 めら れてい
る段 階 。

います。粉状なら室温で１

て粉状にすることも考えて

大の先生方にもサポートし

健康・栄養研究所、大阪市

を認めていただき、支援を

も、こうしたテクノロジー

本医療研究開発機構）で

になると思っています」

れば、非常にいいワクチン

となり、設備も整備するこ

相試験に入ると大規模生産

とになっていますが、第３

りました。レプリコンワク

変なことということがわか

も公衆衛生上とても貢献し

ワクチンは、歴史的に見て

がわかりにくいのですが、

のためのものなので、よさ

とができます。

日本全国どこにでも送るこ

ル宅配便で４℃を保てれば

月は安定して保存すること
〜２年はもちますし、水を

とになります。国からのサ

℃での保管が日本でも大

ができます。ファイザー社
受けることもできました。

は急いでワクチン開発をし
るというのも、われわれの

イルムさんにお願いするこ

入れて戻すとワクチンにな

たので、マイナス ℃にし
技術なら可能だと考えてい

スの中でも非常にイノベイ

ワクチン開発はサイエン

す。

ています。多くの人々の免

ないといけなかったのかも
ます。安全性も確かめなが

ポートにもつなげていきた

しれませんが、われわれは
ら、さらに研究を積み重ね

ワクチン製造は、富士フ

後発品でもう少し時間があ

日 本のために国 産ワクチンを
かもわかりません。日本の

でもあります。また、昔の

献したテクノロジーの一つ

ティブな分野で、人類に貢
製薬企業が、日本人に対応

生ワクチンとは違い、安全

日本では海外のワク
チンの接種がはじまります

したワクチンを作ることが

─

メリットがたくさんあるワ

が、やはり国産ワクチンは

と思っています」

えていくことも、私の仕事

安を感じる方々へ誠実に伝

者の思いを、ワクチンに不

しています。こうした研究

クチンだなと感じました。

お話を聞いていて、

ていきます」

たものをお届けします。最
終的には、室温でも供給で
きるワクチンを目指して開
発していきます」

ワクチンが怖いと考

性を重視する開発にシフト
「もちろんです。国産ワク

える人も多いようです。

─

大切だと考えています」

─

りますので、さらに改良し

疫を高め、陰で支えていま

いなどのようなことがわか

出にくいとか、痛みが少な

け早く第１／２相試験に入

と思っています。

す」

企業や国からのサポートも得ながら
ワクチン開発が進められている。

です。また、国立国際医療

80

いと考えています」

研究センター、医薬基盤・

80

必要だとお考えですか。
が、こういったすばらしい

チンは作らなくてはいけま

「私たちは小さな会社です

る冷蔵庫で保管できるのは

テクノロジーがあることを

せん。新しい病原体が発生
「病気を治す薬と違い予防

許可を得て掲載しています｜Posted with permission

医療機関で使ってい

管理の負担が少なくていい

ぜひ日本の皆さんに知って

した時に、新しいワクチン

ですね。

いただきたいのです。ＡＭ

をすぐに作れるかといった
ら、そうではありません。
かといって、外国からの輸
入に頼っていていいのかと
いったら、国策としても国
防という点からも問題があ
ります。
もし日本独特の変異体が
出た時に、海外の製薬企業
がワクチンを作ってくれる

広島県出身。博士
（人間・環境学）
。
2013年、VLP技術を使って様々な
病に対するワクチンを開発するため
VLP Therapeuticsを創設しCEO
に就任した。東京工科大学客員教
授、京都大学医学研究科特任准教
授。

ＥＤ（国立研究開発法人日

「今後は、凍結乾燥といっ

レプリコンワクチンは新 型コロナ ウイルスだけではな く 、がんに向 けても 研
究 を 重ねている。

ＰＡＲＴ ２

赤畑 渉さん

80
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お話をうかがったのは

─
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