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トランプ大統領は新型コロナウイルスワクチンの超高速開発計画を発表
【要旨】
 トランプ大統領は 5 月 15 日、新型コロナウイルスワクチンの超高速開発計画（ワ
ープ・スピード作戦）を正式に発表した。官民が協働して安全で効果的な新型コロ
ナウイルスワクチンを開発・生産し、来年 1 月までに米国民に広くワクチンが行き
渡ることを目指す。ワクチンの「開発」「生産」「流通」の 3 段階夫々で連邦政府
の関与強化が盛り込まれている。
 「ワープ・スピード作戦」に盛り込まれた内容は、新型コロナウイルス感染拡大を
受けて俄かに作成されたものではなく、実は「コロナ・ショック」前からトランプ
政権で議論されていたものである。大統領経済諮問委員会（CEA）は新型コロナウ
イルスの感染が拡大する前の昨年 9 月時点で、「ワクチン・イノベーションを通じ
たパンデミックインフルエンザの悪影響緩和」と題するレポートを公表しており、
これらの政策の必要性を分析していた。
 米国経済は新型コロナウイルスの感染拡大とそれを抑止するためのビジネス・外出
制限を受けて大幅に悪化している状況である。今後の景気は新型コロナウイルス感
染拡大の帰趨次第という様相を強めているようにも見受けられるが、新型コロナウ
イルスの米国経済への悪影響が限界的なものに抑え込まれる場合としては、①「新
型コロナウイルスの感染拡大が自然と（問題とならないレベルに）沈静化する」、
②「ワクチンが開発される」、③「効果的な治療薬が開発される」、④「大規模な
検査・接触経路の追跡・感染者の隔離が実施される」等のシナリオが米国では指摘
されている。ワクチンの成否だけが全てでないことはトランプ大統領も指摘する通
りだが、ワクチンの動向が非常に重要であることは間違いない。
 米国経済の水準が「コロナ・ショック」前に近付くのは来年末頃というのが平均的
予想だが、仮に本計画が成功してワクチンが来年 1 月までに米国民に広く行き渡る
のであれば、それより景気回復ペースが速まる可能性にもつながる。一般にワクチ
ン開発には数年の時間が掛かると言われているだけに、米国政府の本格的取り組み
として注目しておく必要があろう。
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ト ランプ大統領は新型コロナウイルスワクチンの超高速開発計画を発表
トランプ大統領は 5月 15 日、新型コロナウイルスワクチンの超高速開発計画（ワープ・ス
ピード作戦）を正式に発表した。官民が協働して安全で効果的な新型コロナウイルスワクチ
ンを開発・生産し、来年 1 月までに米国民にワクチンが広く行き渡ることを目指す。
迅速にワクチンを開発するために既に規制緩和であったり当該分野への歳出拡大が実施さ
れているが（注

1）

、「ワープ・スピード作戦」ではワクチンの「開発」「生産」「流通」の 3

段階夫々で連邦政府の関与強化が盛り込まれている。「ワープ・スピード作戦」のチーフ・
サイエンティストには著名な免疫学者であるモンセフ・スラウイ氏、COO（チーフ・オペレ
ーティング・オフィサー/最高執行責任者）にはギュスターブ・ペルナ陸軍大将が就任する。
（注 1）議会はワクチンの研究開発に対して、3 月 27 日に成立した経済対策法（ CARES 法）とその他の予算転用で 100 億
ドルを追加拠出している。

ワ クチンの「開発」「生産」「流通」夫々で連邦政府が関与を強化し迅速化を図る
「ワープ・スピード作戦」の内容を具体的にみると、まず「開発」段階では、連邦政府が
有望なワクチン開発計画を選定して支援するほか、臨床試験が迅速に進むよう試験実施計画
書（プロトコル）の作成方法等を見直す（第 1 表）。ワクチン開発計画の選定について、世
界全体で現在 100 を越えるワクチン開発計画が存在するが、「ワープ・スピード作戦」では
対象を既に 14 に絞り込んでいる。今後、初期段階の小規模な臨床試験を実施するワクチンを
8 つに絞り込み、その後更に、安全性と有効性を確認する大規模且つランダムな臨床試験を
実施するワクチンを 3～5 つに絞り込むとしている。
次に「生産」段階では、従来はワクチンが全ての承認・認可を取得してから製薬会社が生
産に取り掛かっていたが、今回は迅速化を図るため有望な複数のワクチンを対象として、連
邦政府が事前に生産能力構築へ投資を行う。また「流通」段階では、ワクチンを大量に流通
させるために必要となる物資を事前に調達し、実際の流通では米軍のロジスティックスを活
用するとしている。
第1表：「ワープ・スピード作戦」の概要
・有望なワクチン等（countermeasure）を選定し、連邦政府が開発を支援する
・安全性と有効性を実証するためのプロトコルは調整されたものとすることで、臨床試験の迅速化を図る
・試験実施計画書は連邦政府が監督・設定する（従来のPPP：官民連携では製薬会社が独自に試験実施計画書を策定）
開発

生産

・ワクチン開発の場合には以下の様に進められる
世界全体で現在100を越えるワクチン開発計画が存在するが、「ワープ・スピード作戦」では対象を既に14に絞り込み。今後、初期段階の小規模な
臨床試験を実施するワクチンを8つに絞り込み、その後更に、安全性と有効性を確認する大規模且つランダムな臨床試験を実施するワクチンを3～
5つに絞り込む
・連邦政府が通常よりも非常に早期の段階で自らのリスクで製造・流通に投資をする
・選定された候補（3～5つの有望なワクチン候補を含む）について、承認・認可された後ではなく開発中の段階から生産能力を前進させる
・準備された生産設備は、その設備を準備した企業にかかわらず、最終的に成功した如何なるワクチンの製造にも使用される
・ワクチンが承認・認可される前に、それらを流通させるために必要な計画とインフラを構築する

流通

・ワクチンを流通させるために必要となる特殊な物資（保冷施設、ガラス製薬瓶等）の供給を拡大させる
・実際の流通には国防省が関与するため、民間の医療インフラを利用する場合に比べて迅速な配送が可能となる

（資料）米国保健福祉省資料より三菱UFJ銀行経済調査室作成

2

「 ワープ・スピード作戦」に盛り込まれた内容は、新型コロナウイルス感染拡大を受けて俄
か に作成されたものではない
「ワープ・スピード作戦」に盛り込まれた内容は、新型コロナウイルス感染拡大を受けて
俄かに作成されたものではなく、実は「コロナ・ショック」前からトランプ政権で議論され
ていたものである。
大統領経済諮問委員会（CEA）は新型コロナウイルスの感染が拡大する前の昨年 9 月時点
で 、「 ワク チン ・イノ ベー ショ ンを 通じた パン デミ ック インフ ルエ ンザ の悪影 響緩和
（Mitigating the Impact of Pandemic Influenza through Vaccine Innovation）」と題するレポートを
公表している。現状のワクチン開発・生産のスピードでは季節性インフルエンザやパンデミ
ックインフルエンザの悪影響を十分に軽減できないとし、連邦政府が関与を強めて短期化を
図ることで費用を上回る便益が得られるとしていた。開発を例にみると、ワクチン開発で比
較的新しくより良い手法（注

2）

が存在するにも関わらず依然として鶏卵を用いた開発・生産が

主流になっている一因はコストであるとし、ワクチン開発には所謂「正の外部性」が存在す
るために連邦政府の関与強化が必要としていた（民間市場のインセンティブでは不十分とい
うことである）。また、ワクチンが承認・認可される前に生産体制の構築が望まれる点等も
当レポートで言及されていた。
（注 2）比較的新しい手法とは、細胞を用いて製造する（cell-based）ワクチンや組み換え （recombinant）ワクチン等である。

仮 に「ワープ・スピード作戦」が成功してワクチンが来年 1 月までに米国民に広く行き渡る
の であれば、現在の一般的な見方よりは景気回復が早まると考えられる
米国経済は新型コロナウイルスの感染拡大とそれを抑止するためのビジネス・外出制限を
受けて大幅に悪化している状況である。今後の景気は新型コロナウイルス感染拡大の帰趨次
第という様相を強めているようにも見受けられるが、新型コロナウイルスの米国経済への悪
影響が限界的なものに抑え込まれる場合としては、①「新型コロナウイルスの感染拡大が自
然と（問題とならないレベルに）沈静化する」、②「ワクチンが開発される」、③「効果的
な治療薬が開発される」、④「大規模な検査・接触経路の追跡・感染者の隔離が実施される」
等のシナリオが米国では指摘されている。ワクチンの成否だけが全てでないことはトランプ
大統領も指摘する通りだが、ワクチンの動向が非常に重要であることは間違いない。
エコノミストによる米国経済予測の平均値をみると（ 注

3）

、実質 GDP の水準が「コロナ・

ショック」前に近付くのは来年末頃となっているが（次頁第 1 図）、仮に「ワープ・スピー
ド作戦」が成功してワクチンが来年 1 月までに米国民に広く行き渡るのであれば、この予測
平均値よりは景気回復ペースが速まる可能性につながることにもなる。一般に医学・疫学の
世界ではワクチン開発には「数年の時間が掛かる」とみられているだけに、米国政府の本格
的取り組みとしてこの計画には注目しておく必要があろう。
（注 3）ブルーチップによる集計値で、直近 5 月 10 日公表分である。
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第1図：実質GDPの推移
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（資料）米国商務省統計、ブルーチップより三菱UFJ銀行経済調査室作成
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栗原 浩史 hikurihara@us.mufg.jp）
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