下水サーベイランス 海外事例
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デジタル・イノベーション本部 ICT・メディア戦略グループ

下水サーベイランスの活用状況
⚫ 新型コロナウイルスに対する下水サーベイランスは 50か国以上の国と地域で取り組まれているが、薬物や他の
感染症のモニタリングを目的としたものを除き、実証的な取組が中心。
⚫ 米国やオランダにおいて、一部対人 PCR検査の先行指標として検出が行われた例もあったが、安定的な結果が
得られておらず、下水中のウイルス濃度と感染者数の定量的な評価には至っていない。
⚫ 他のモニタリング手法とともに活用することにより感染拡大早期検知につながることが期待されている。
各国における下水サーベイランスの概要
対象国
米国

手法
広域中心

イギリス

広域中心

⚫ 地域ごとに下水道の管轄が異なり、各地で異なる検査体制で継続的にサーベイランスを実施
⚫ 中央政府機関（Defra、JBC）が本島3政府の検査結果をまとめて定期的に専門家グループ（SAGE：英国緊急
事態科学諮問グループ）へ報告

オランダ

広域

⚫ RIVMによる国家プロジェクトが進行中。また、民間企業（KWR水研究所）は独自のサーベイランスを実施し、
主要空港など大都市拠点から採水し、研究を実施
⚫ パンデミックの早期から開始しており、諸外国のサーベイランスにおいても参考にされている

イタリア

広域＋施設

⚫ 国立研究機関が分析していた下水サンプルからコロナウイルスが検出できたことから、全国で拡大して研究を
実施

スペイン

広域

⚫ 国家プロジェクトとしてバルセロナ首都圏を中心とした広域調査が実施されており、カタルーニャ州などの一
部の自治州ではそれぞれ独自のサーベイランス体制が敷かれている
⚫ 下水中のウイルス濃度から流域の有病率と、ウイルスの検出に必要な感染割合を数値化

オーストラリア

広域中心

⚫ 水事業にかかわる産官学で結成されたNPO法人・Water RAが中心となり、各州の検査データを集約し、検
査方法の評価など実証的な研究を進めるColoSSoSプロジェクトを実施
⚫ 下水は州ごとの管理のため、各州で下水サーベイランスを運用

ニュージーランド

広域

⚫ 対人PCR検査（発症者の検査や、入管施設等労働者向けモニタリング検査）と併用
⚫ MBIEの「COVID-19 Innovation Acceleration基金」の援助を受けた研究開発の側面もある

出所）各種資料より作成

概要
⚫ アメリカでは、州・市ごとに必要に応じて独自に実施
⚫ 連邦政府では、地域間のデータを比較できるようサンプル採取・検査・分析方法をガイドラインとして公表し、
各地域の検査結果を登録できる中央データベース構築・運用
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アメリカ

National Wastewater Surveillance System （NWSS） 1
実施目的

地域間のデータを比較できるようNWSSがサーベイランスの基準を示し、基準を満たす
データを収集・分析することにより地域の動向を把握し、保健政策の決定に反映する 1 。
・ 連邦政府 〔 CDC(疾病予防管理センター)、HHS(保健福祉省) 〕

実施主体

NWSS 参加3 6 州（ 2 02 1 年6 月 時点） 4

… 測定基準の提示・分析・各地域への助言 2

・ 州・市政府
… 各地域のデータ収集・検査・分析

時期
予算
検出方法
測定頻度

精度・評価7

2020年7月 2 ～ 現在継続中

※NWSSの起動開始から

ガイドライン策定・システム構築・運用 … CDC予算で実施 (金額は不明 3 )
検査・分析 … 州・市予算で実施 (各地域で異なる) 総計約2億ドル (2020年～2021年5月)

4

下水原液又は初沈汚泥に対するRT-qPCR又はRT-ddPCR分析から目的等に応じて選択 5 。

•

ウイルス有無検出 … 週1回以上検査 6

•

感染動向の早期把握 … 検査を希望する期間中3回以上 6

•

対人PCRによる同地域の感染者検知より6日早く下水サーベイランスでウイルスを検出

•

変異株の検出・追跡はできるが、発見は難しい。

•

検出できなかったことが陽性者がいないことを示さないため、データの適切な解釈の検
討が必要。

•

持続可能な実施方法の検討が必要。

課題
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英国

UK-wide Wastewater Monitoring １
実施目的

実施主体

北アイルランドを除く英国全土で、無症状及び発症前の人々の存在を検出し、政策（対人
ＰＣＲ検査の最適化、ロックダウン等規制の強化・緩和等）の決定に反映すること １ 。

政府 〔英国全体の取りまとめ：Defra （環境食糧農村地域省） 、JBC （共同バイオセキュリティ
センター） 、環境庁〕 2 。
※ 英国のコロナ対応は、SAGEが医学的・科学的アドバイスを DHSC （保健社会福祉省）など政府機関に提供。
各地域の保健衛生当局が管轄地域での感染対策を実施 3 。

時期
検出方法

精度・評価4

今後の展開

2020年5月～ 現在継続中
RT-ｑPCR法でN１遺伝子のコピー数を定量化。
•

地域の配管状況、排出量の変動、水温、水中酸素量などにも影響を受けるため、現状では、
下水中のウイルス濃度と実際の感染者数を定量的に関連付けるのは困難。

•

1000人に1人程度の感染者がいれば、下水中からウイルスの存在を見つけ出せる感度。

•

検出量の増減から、ロックダウン等措置の効果を評価ができる可能性。

•

Defra、JBCが、感染リスクの高い施設（刑務所や食品工場等）を対象とした検査を優
先的に行うことを検討。

•

ウエールズでは、インフルエンザやノロウイルス、A/E型肝炎など他の感染症も対象に含
め検査を拡大する可能性を検討。
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英国

地域別実施状況
地域

イングランド１

ウエールズ２

スコットランド３

実施主体

Defra、JBC、環境庁

ウエールズ公衆衛生局

スコットランド公衆衛生局・環境保護庁

検査、研究

環境庁スタークロス研究所、
ミドルセックス大学等

カーディフ大学、バンガー大学

スコティッシュ・ウォーター社、CREW、
エジンバラ大学等

採取

WaterUKなど各エリア水道事業者 ウエールズ・ウォーター社

スコティッシュ・ウォーター社

2020年7月～

2020年6月～

2020年5月～

100万ポンド（2020年7～10月）

50万ポンド（2020年6～12月）
→ 2021年1月に3か月分
追加資金10万ポンド

• 開始初期の金額は不明
• 2021年度分追加資金230万ポンド

実施時期
予算

検査対象

下水処理場、マンホール等を対象と
した広域調査 （500か所以上、イング
ランド人口約７０％をカバー）

下水処理場を対象とした広域
検査 （20か所、ウエールズ人口約
80%をカバー）

（検査拡大のため別途都度追加資金あり）

下水処理場、マンホール等を対象とし
た広域調査 （11０か所、スコットランド人口

※ バンガー大学学生寮を対象に
施設検査も実施

約80%をカバー）

当初週4回→２０２１年６月以
降平日５日に拡大（朝８～１１時

週３回（コンポジットサンプリングとグラブサ

にグラブサンプリングで採取）

※ 感染拡大が確認できた地域では検査回数を増やす

結果の活用

地方自治体と保健局が、検出状況
から感染拡大が懸念される地域に
絞った対策を考察する（詳細不明）

詳細不明

詳細不明

変異株対応

変異株検出実証研究を進めている

変異株検出可能

変異株対応不明

現状

継続中

継続中

継続中

測定頻度

週4回 (コンポジットサンプリングとグラ
ブサンプリングを併用)
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ンプリングを併用）

オランダ

RIVM下水研究におけるコロナモニタリング
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 国立公衆衛生研究所)

実施目的

対人検査などの他のモニタリングツールを補足する調査で、感染状況の早期検知により
GGD（市立公衆衛生サービス）と自治体当局の対策を支援するため。

実施主体

•
•
•

時期

VWS保健・スポーツ省 … 検査結果の取りまとめ
RIVM国立公衆衛生環境研究所 … 検査・分析
各下水処理場 … サンプラーの設置・引揚

※ 下水道管理は自治体事業

2020年3月～現在継続中

検査対象

オランダ全土の300以上の下水処理場を対象とした広域調査。事実上、オランダすべて
の世帯（人口1700万人以上）をカバーするとされる。

測定頻度

週2回採取。オートサンプリングによる。

検出方法

•
•

遠心分離・限外濾過後、RT-ｑPCR法で住民10万人当たりのウイルス粒子数を算出 １ 。
人口分布統計と自治体にサービスを提供する下水処理場の測定値を組み合わせて、
独自の処理場がない市町村についてもウイルス粒子の数を計算。

•

2020年の第1波、第2波では、対人PCR検査や入院などの指標に先行して下水
サーベイランスの値が上昇したのを確認。しかし、2021年現在は、対人検査の陽性
数・入院数の変動と同期している。
民間研究とも情報共有しているが、検出方法が異なり指標の統一化はできていない。
2021年4月に、2025年末までの取組に関する契約をVWS、RIVM、水道当局で
締結 ２ 。
毎日検査を実施するためのロジスティクスを調整中で、2021年中に実現できる見
込み。

精度・評価
•
•

今後の展開

•
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イタリア

SARI １：都市排水を通じたコロナ疫学監視プロジェクト
（Sorveglianza Ambientale Reflue in Italia）

実施目的

実施主体

時期

感染拡大を早期検知し、市民への早期警告に役立てるため。
•
•
•

国立疾病予防管理センターCCM … 資金提供
イタリア国立衛生研究所（ISS） … プロトコルの設計・検査・分析
大学、研究機関、民間企業(Arpaなど)、Utilitalia(水・環境・エネルギー企業連盟)に加盟す
るマネージャー(計50名以上) … 研究・技術協力

2020年2月～ミラノとローマで先行実施。同年7月～全国展開、現在継続中。

検査対象

イタリア全土の下水処理場を対象とした広域調査と、観光地などを対象とした施設調査
（少なくとも27の下水処理場で実施。2021年4月から検査対象をさらに拡大）。

測定頻度

詳細不明（採取地点によって異なるとみられる）。グラブサンプリングで採取する。

検出方法

限外濾過で濃縮し、RT-PCR法により検出する。
•

精度・評価2
•

感染拡大以前の凍結サンプルにも同様の検出方法を適用したところ、2019年12月時点
で国内に新型コロナウイルスが存在していたことが確認できた。
リアルタイム検知では、採取から24時間経過した下水中にもウイルスの存在が確認できる。
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スペイン

VATar COVID-19プロジェクト １
実施目的

集団内の感染拡大を早期検知し、政府の公衆衛生上の意思決定を支援するため。

実施主体

•
•

時期
検査対象

環境保護省・保健省 … プロジェクト会合等取りまとめ
バルセロナ大学等複数研究機関 （詳細不明） … 検査・研究

2020年4月～バルセロナ2大処理場を対象に先行実証開始。
同年７月～全国展開され、現在継続中。
国内38か所の下水処理場を対象とした広域調査。
首都圏の人口約85%をカバーする2大処理場を含む（全体での人口カバー率は不明）。

測定頻度

週1回採取

検出方法

PEG沈法により濃縮し、RT-qPCR法で検出する。

精度・評価2

•
•

2大処理場流域内の有病率は2.0～6.5%と算定できる。
全人口の約0.09～0.12％が感染していれば、サンプルからウイルスが検出できる。
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オーストラリア

ColoSSoS １ ：コロナ下水サーベイランスにおけるコラボレーション
（Collaboration on Sewage Surveillance of SARS-CoV-2）

実施目的

実施主体
時期

•

下水サーベイランスの結果と症例データなど他の情報を統合したものを提供すること
で、政府の決定を支援すること。

•

下水サーベイランスによる感染状況の監視、早期警告システムの構築。政府が必要に
応じて、ノウハウを活かし近隣途上国のコロナ対策を支援すること。

•

下水サーベイランス技術の研究開発を促進すること。

•
•

Water RA （ウォーター・リサーチ・オーストラリア） … イニシアチブ取りまとめ
水道事業者、保健当局、大学等研究機関、民間企業等 (計50団体以上) … 検査・研究
協力 （検査の実施方法、予算等は各州で対応が分かれる）

2020年4月～、現在継続中 （ビクトリア州では、2020年4月１日に実証開始、8月～運用開始）。

検出方法

RT-ｑPCR法（濃縮方法は不明）。

測定頻度

原則週1回。パッシブサンプリングで採取する。
下水処理場によって集水域に含まれる世帯数が異なり、絞り込みの精度は地域による。
Water RAの研究チームによれば、

精度・評価

•
•

サンプリングの最適化には2年以上の継続的な実施が必要 2 。
ビクトリア州では、少なくとも４つのコミュニティ・クラスターを検知することに役立った 3 。エッ
ピング地域の下水で陽性が検出され、地域住民に積極的な検査受検を奨励する呼びかけをし
たところ、少なくとも13人と連絡が取れ検査を行い 4 、その後受検した人たちの中から感染者
が確認された。
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オーストラリア

オーストラリア各州対応（一部）
地域

ビクトリア州１

クイーンズランド州２

ニューサウスウェールズ州３

南オーストラリア州４

実施主体

州保健局

州保健局

州保健局

州保健局

検査研究

Australian Laboratory
Services、モナッシュ大学、
Walter and Eliza Hall研究所

クイーンズランド大学、
CSIRO

州保健局CHO・研究室

SA Water社

採取

各エリア水道事業者

詳細不明

シドニー・ウォーター社、自
治体

SA Water社

時期

2020年4月～実証、
同年8月～運用

2020年7月～

2020年7月～

詳細不明

予算

不明

不明

不明

不明

検査対象

下水処理施設や下水道地点（120
か所）を対象とした広域調査。

下水処理場（67か所、州人
口７０％以上をカバー）を対
象とした広域調査

下水処理場（最大約80か所、
州人口６５％以上をカバー）を
対象とした広域調査（実施場

下水処理場10か所、郊
外の集水域22か所を対
象とした広域調査（人口

所は専門家委員会で都度検討）

カバー率不明）

（実証開始当初、メルボルンの下水の大半
を処理する2大処理場と、メルボルンから
200km以内の複数地点で採取された。州
人口660万人のうち、約71％をカバー)

測定頻度

週1回以上採取

週1回採取

週1回採取

週1回採取

結果の活用

感染者未確認の地域で陽性検出
の際は個人検査受検を推奨

検出状況に応じて専門家
会議を招集（その後の詳細

詳細不明

陽性が確認された場合
CDCB（州感染症予防管理
支部）が感染者の有無を
調査する

継続中

継続中

は不明）

現状

継続中

継続中
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ニュージーランド

ニュージーランド全土プログラム
実施目的

実施主体

•

感染拡大の早期検知や地域への早期警告を可能にすること。

•

感染対策における環境モニタリングの効果を明らかにすること。

•
•
•

予算・プロトコル設計 … 保健省COVID-19対応ハブ・ヘルスインテリジェンスチーム １ 。
検査・研究 … ESR（環境科学研究所） ２ 、オタゴ大学他研究機関。
資金援助 … MBIE（ビジネス・イノベーション・雇用省）、COVID-19 Innovation
Acceleration基金の一環として。

※ 豪 ColoSSoSにも参画している。

時期

2020年７月12日～ （2020年8月現在継続中）。

予算

1年半の研究に対し、MBIEから約166万ドルの支援。

下水処理場、マンホール27か所を対象とする広域調査（人口カバー率は不明）。

検査対象

※ 実施都市: ウェリントン、ハミルトン、クライストチャーチ、クイーンズタウン、オークランドなど。

検出方法

濃縮された固形物にPCR検査を適用する（濃縮方法の詳細は不明）。

測定頻度

最低週1回採取、予期せぬ陽性反応があった場合は2日以内に再度採取する。
ほとんどの地点ではコンポジットサンプリングを用いる。

精度・評価

•
•

10万人の流域で約１0人感染者が存在すれば発見できる。
患者一人当たりどれだけのウイルスを下水に排出するかは不明。
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