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報道によれば： 最近山東省と河南省の両地において新型の『へニパウイルス』に既に 35 人が感染したとい

う。 これは一種の人獣共通感染症のウイルスだが、現時点ではワクチンや治療薬はなく、感染した場合には、

看護と合併症を制御することしかできない。 

 

図 1： 

時間的には、『ヘニパウイルス』の存在が発見された

1992 年に遡るが、その当時、マレーシアのある養豚場で

多くの養豚農家が感染し発症した。 続いて、南アジアの

其の他の地方でも感染例が見つかった。だが、大規模な

流行や蔓延を引き起こしたわけではなく、南アジアや東

南アジアなどの地域以外では、「ヘニパウイルス」につい

てあまり知られていないのが実情だ。 

 

では、わが国で見つかった新型の『ヘニパウイルス』は

何が起きたのだろうか？ 

 

これは、中国東部地区で突然多くの発熱患者が出たことに関係している。現在、新型コロナウイルスの流行が

深刻であり、当然、これらの発熱患者は慎重に治療せねばならないことを理解せねばならない。 

中国でのこれらに対する検査過程で、患者がこれは『ヘニパウイルス』の進化ツリー上の新規の分枝である『ヘ

ニパウイルス』に感染していることが見つかったのだが、これにより中国の科学者たちが英語で LayV、琅琊ウ

イルスと命名した。 

発生源を遡って追跡したところ、今回の山東省や河南地区で見つかった琅琊ウイルスは、遺伝子構成が完全に

同じである雲南省墨江で見つかった『ヘニパウイルス』との関連性が疑われている。 

 

図 2： 

データを見てみると、雲南省墨江における症例は 2012

年に見つかっているが、その当時、廃坑で働いていた鉱山

労働者 3 名が原因不明の発熱から突然重症肺炎化し、全

員が死亡した。 

 

その後の調査で、彼らが働いていた鉱山に『黄胸鼠（ク

マネズミ）』と呼ばれる小動物が生息していることが判明

し、検体を調べてみたところ、その体内に新型の『ヘニパ

ウイルス』がいることが分かった。比較研究を通じて、亡

くなった 3 人の鉱山労働者は、クマネズミと偶然接触し

たのちに病気になったものと確認された。 

 

 

図 3： 

では、なぜ「琅琊ウイルス」が出現したのか？ 誰かが故

意に毒を盛ったということはないのか？ 
 

シンガポール国立大学の研究者たちは、わが国で感染者

が多く出たが、『ヘニパウイルス』の致命率は 40％～75％

だが、既に進化している『琅琊ウイルス』の致命率はそれ

ほど高くない可能性があるため、日常生活の中で注意を払

うだけでよいため、焦る必要はないと認識している。 

 

 

琅琊ウイルスがなぜ突然出現したのかについて、研究者たちは、「これは生物学実験室からのものではない。



もともと自然界には多くのウイルスが存在しているからだ。また、多くの動物は自然宿主であり、動物との接触

に注意を怠ると、ウイルスが種を超えて伝播してヒトに感染する可能性がある」と考えている 

 

図 4： 

研究により、『ヘニパウイルス』の主な宿主は、各種

げっ歯類動物や蝙蝠、トガリネズミであり、特にトガ

リネズミについては、『ヘニパウイルス』が最も好む自

然宿主であるということが発見されている。 

トガリネズミとは何か？ 1 億年以上の歴史を持つ

原始的な胎盤動物であり、見た目は普通のネズミに似

ているが、ネズミとは何ら関係がない。 トガリネズミ

は、中国東北部や西北部、長江の中下流地域ではよく

見かけられるが一般のネズミと混同されやすい。 

 

図 5： 

さらに、研究により、ブタやウマ、ネコ、イヌなど

の動物もまた『ヘニパウイルス』に感染し、ヒトに移

す可能性があるが、これら（の動物）はすべて中間宿

主であることが判明。 例えばコウモリやトガリネズ

ミといった自然宿主がほかのコウモリやトガリネズ

ミにウイルス感染させてそれらとヒトが接触するこ

とでウイルスが移るのだ。 

 

 

 

さらに皆さんに伝えるべきこととしては、わが国で新たに見つかった琅琊ウイルスは、ヒト～ヒトの感染は確

認されていないが、これまでに見つかっている『ヘニパウイルス』Niv にはヒト～ヒト間の感染力があり、致命

率は新型コロナウイルスよりはるかに高いため、わが国ではすでに 30 人を超える感染者が出ていることからも

日常生活にはまだまだ注意が必要だということだ。 

 

図 6： 

近年、なぜ「ウイルスの大流行」が急に見られるのか、

これは、ある看点からは人類の科学技術の発展によって

科学者が新しいタイプのウイルスを絶えず発見できる

ようになったためだとするものと、他方では情報化時代

におけるコンテンツ普及により、人々がこの種のニュー

スにより関心を払うようになったためだとする説があ

る。 

では、今回中国で発見された琅琊ウイルスは大変危険

なものなのか？ コメントを歓迎するので意見を聞かせ

ていただきたい。 

 

 
 

https://www.163.com/dy/article/HEB88SP10511F2M4.html 

 

 

The fatality rate exceeds 40%. my country has discovered a new virus "Langya", 

and Shandong and Henan have become dangerous areas 
NetEase News  news.163.com 2022-08-09 14:16:40 Source: Singularity Messenger 

--------------------------------------------------------------------------------  

According to reports: Recently, 35 people have been infected with the new "Henipa virus" in Shandong and Henan, my 

country. This is a zoonotic virus, and there are currently no targeted vaccines and therapeutic drugs. Once infected, it can 

only focus on nursing and controlling complications. 

 

<<Fig.1>> 

From a view point of the time, the existence of "Henipa virus" was discovered by humans as early as 1999, when many 

https://www.163.com/dy/article/HEB88SP10511F2M4.html


pig farmers became infected in a pig farm in Malaysia. Subsequently, cases of infection have also been found in other parts 

of South Asia. However, they have not caused widespread epidemics and spread, accordingly, apart from South Asia, 

Southeast Asia and other regions, people do not know much about "Henipa virus" in fact. 

 

So, what happened to the new "Henipa virus" discovered in my country? 
This is related to the sudden appearance of many fever patients in eastern my country recently. You must know that the 

current novel coronavirus epidemic is serious, and naturally these fever patients need to be treated with caution. 

In the process of testing them in China, it was found that the patient was infected with a new strain of "Henipa virus", 

which is a new branch virus belonging to the "Henipa virus" evolutionary tree. Therefore, Chinese scientists named it Langya 

virus, which is LayV in English. 

Through tracing the source, the Langya virus found in Shandong and Henan this time is suspected to be related to the 

"Henipa virus" found in Mojiang, Yunnan, with the same genetic organization. 

 

<<Fig.2>> 

According to the data, the case in Mojiang, Yunnan occurred in 2012. At that time, three miners working in an abandoned 

mine suddenly developed severe pneumonia due to unexplained fever. After rescue, all three died. 

In subsequent investigations, it was found that a small animal called "Rattus tanezumi" lived in the mine where they worked, 

and when they tested samples of these small animals, they found that they carried a new "henipa virus" in their bodies. 

Through comparative research, it was confirmed that the three dead miners got sick after accidentally coming into contact 

with yellow-breasted mice carrying the virus. 

 

<<Fig.3>> 

So, why does the "Langya virus" appear in our country? Could someone deliberately poison it? 
According to researchers from the National University of Singapore, though there have been many infected people in our 

country, there is no need to panic about this. The reason is that despite the lethality rate of "Henipa virus" is between 40% 

and 75%, that of the evolved "Langya virus" may not be very high, we just need to pay more attention in our daily life. 

As for why the Langya virus suddenly appeared, the researchers believe that, this is not a virus from a biological laboratory, 

because there are many viruses in nature. Moreover, many animals are natural hosts. Once they are not careful when they 

come into contact with animals, then the virus may spread across species and appear in humans. 

 

<<Fig.4>> 

The study found that the main hosts of "Henipah virus" are various rodents, bats and shrewmice, especially, existing 

research found that shrewmice are the preferred natural host of "Henipah virus". 

What is a shrewmouse? This is a primitive placental animal with a history of more than 100 million years. It looks like a 

mouse, but it has nothing to do with the mouse. Shrewmice can be seen in the northeast, northwest, middle and lower reaches 

of the Yangtze River and other regions in China, but it is easy to confuse them with mice. 

In addition, studies have found that pigs, horses, cats, dogs and other animals can also infect and transmit the "Henipa 

virus" virus to humans, however, they all belong to intermediate hosts. For example, natural hosts such as bats and shrews 

transmit the virus to them, and then they transfer the virus to humans when they come into contact with humans. 

We also want to tell you that although the newly discovered Langya virus in my country has not yet been confirmed to be 

human-to-human transmission, the previously discovered "Henipa virus" Niv is capable of human-to-human transmission, 

and its fatality rate is far. It is higher than the new crown. Therefore, since there are more than 30 infected people in our 

country, we still need to pay more attention in our daily life. 

 

<<Fig.6>> 

As for why there seems to be a "virus outbreak" in recent years, some people believe that this may be due to the 

development of human science and technology, allowing scientists to continuously discover new viruses, and on the other 

hand, the dissemination of content in the information age, which also makes people pay more attention to such news. So, in 

everyone's opinion, will the Langya virus discovered in our country this time be very dangerous? Welcome to leave a message 

and tell us your opinion! 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

致死率超 40%，我国发现新病毒“琅琊”，山东河南已成危险区域 
网易新闻  news.163.com 2022-08-09 14:16:40 来源: 奇点使者 

--------------------------------------------------------------------------------  

根据报道：近期我国山东和河南两地，已有 35 人感染了新型“亨尼帕病毒”，这是一种人畜共患病毒，目前并没

有针对性的疫苗和治疗药物，一旦感染，就只能是以护理和控制并发症为主。 

 

<<图 1>>  

从时间上来看，人类发现“亨尼帕病毒”的存在，最早要追溯到 1999 年，当时马来西亚的一个养猪场中，多名



猪农感染发病，随后，在南亚其它地方，也都曾发现过感染病例，不过都并未造成大面积的流行、传播，所以，除

了南亚、东南亚等地区之外，事实上人们对“亨尼帕病毒”的了解并不是很多。 

 

那么，我国发现的新型“亨尼帕病毒”又是怎么回事呢？ 

这与近期我国东部地区，突然出现了多名发热患者有关。要知道，当下新冠疫情严重，自然这些发热患者，也就

需要谨慎对待了。 

而在对他们进行测试检查的过程中国，却发现患者感染了“亨尼帕病毒”的新毒株，这是一个属于“亨尼帕病毒”

进化树上的新分支病毒，因此，我国科学家们将它取名为琅琊病毒，英文为 LayV。 

通过溯源，这一次山东、河南地区发现的琅琊病毒，疑似与云南墨江发现的“亨尼帕病毒”有关，基因组织完全

相同。 

 

<<图 2>> 

资料来看，云南墨江的病例，是出现在 2012 年，当时 3 名在废弃矿井工作的矿工，突然因为不明原因的发热，

导致了重症肺炎的出现，而且经过抢救后，3 人也全部死亡。 

在事后的调查中，发现在他们工作的矿井里，生活着一种名为“黄胸鼠”的小动物，随后在对这些小动物进行样

本测试的时候，发现它们体内携带新型“亨尼帕病毒”，通过对比研究，确认死亡的 3 名矿工就是不小心接触到了

携带病毒的黄胸鼠后发病的。 

 

<<图 3>> 

那么，为何我国会出现“琅琊病毒”？会是有人故意投毒吗？ 

来自新加坡国立大学的研究者认为，虽然目前我国已经出现了多名感染者，但是，大家并不需要对此感到恐慌，

因为虽然“亨尼帕病毒”的致死率在 40%到 75%之间，但是已经进化了的“琅琊病毒”致死率有可能并不会很高，

我们只需要在日常生活中多加注意就好了。 

至于琅琊病毒为何会突然出现，研究者认为，这并非是一种来自于生物实验室的病毒，因为在自然界中，本身就

存在着很多病毒，而且很多动物都是天然寄主，一旦在和动物接触的时候不注意，那么，病毒就有可能实现跨物种

传播，出现在人类的身上。 

 

<<图 4>> 

研究发现，“亨尼帕病毒”的主要寄主，是各种啮齿类动物、蝙蝠和鼩鼱，特别是鼩鼱，现有研究认为，它是“亨

尼帕病毒”首选的天然寄主。 

什么是鼩鼱呢？这是一种已有 1 亿多年历史的原始胎盘类动物，长得好像是一只老鼠，但是和老鼠之间，却一点

关系都没有。在我国东北、西北、长江中下游等地区，都可以看到鼩鼱的身影，只不过人们很容易将它们和老鼠混

淆。 

 

<<图５>> 

此外，研究发现猪、马、猫、狗等动物，也都可以感染和向人类传播“亨尼帕病毒”病毒，不过，它们都属于中

间寄主，比方说蝙蝠、鼩鼱等天然寄主将病毒传播给它们，再有它们在和人类接触的时候，将病毒转移到人类身上。 

还有要告诉大家的是，虽然我国新发现的琅琊病毒，还未确定可以人传人，但是此前发现的“亨尼帕病毒”Niv，

是具备人传人能力的，再加上它的致死率远高于新冠，所以，既然我国已有 30 多名感染者，大家在日常生活中，

还是要多加留意的。 

 

<<图 6>> 

至于为何近年来好像一下子出现了“病毒大爆发”，有观点认为，这或许是因为人类科学技术的发展，让科学家

们不断发现新病毒，另一方面是信息时代的内容传播，也让大家对此类消息更为关注。那么，在大家看来，我国这

一次发现的琅琊病毒，会很危险吗？欢迎留言，说说你的观点！ 

 

 
20220809K 致命率 40％超 新たなウイルス『琅琊』を発見 危険区域は山東河南（網易新聞） 


