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新型コロナウイルス(COVID‐19)禍の考察              2020年 4月 22日 

                                 山 本 利 久 

はじめに 

新型コロナウイルス感染が確認されて、わが国でもはや 4 カ月が経とうとしている。感染

拡大の衝撃、局面、不安等は、国や地域により差は認められるが、これは世界史・国史に刻

印される世紀の感染症による非常事態だ。 

そこに見えてくるものは我が国の国力(実力)、国家の体(国民志向の民主主義政治制度)、今

世紀を開拓する確固たる理念、緊急事態への適合力(リスクマネージメント、柔軟性)、リー

ダーシップの現状であり、国際社会に於ける日本の位相であろう。 

そこには老大国化する姿も散見される。一方中国、韓国などの変貌も心眼を以てその趨勢を

謙虚に分析・評価することが賢明であろう。特にハイテク技術・産業の発展は看過できない。

医薬医療機器分野における日本の自給率は驚くばかりの低さだ。食料に関して利害関係者

の関心が高いが、この分野はグローバルなサプライチエ－ン体制をとる企業戦略が最優先

される。改めて米国の国防産業法の本来の目的を検証してみる機会でもあろう。 

失われた 10 年が過ぎ、20 年も過ぎ、今や 30 年も過ぎようとしている。災い転じて福とな

すように、今を強靭で持続可能な社会を築く好機と捉えたい。危機意識を新たに迫り来る医

療崩壊を最優先課題に国家の総力を挙げ回避しなければならない。政策遂行上のトリアー

ジをエリア利益の優先で間違ってはならない。 

そしてコロナ禍の教訓を今後に生かせるよう日々の対応と同時に現場の声、提案等も取り

上げる検証が必須であろう。政策担当・現場責任者・メディア・専門家・市民・為政者間の

相互の緊密なコミュニケーション、更にオンライン診療の実施やスマホアプリを活用した

最先端技術によるマスデータ収集・分析・活用が市民段階で早急に実用化される日を期待す

る。テレワーク時代を前提にワーク・アンド・ライフバランスを再考、新時代への日本の家

族・家庭の在り方も今問われている。 

拙文が読者のお役に多少なりとも参考になれば幸いである。 

第一章 感染症 

初期段階 

中国事情： 
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   出所：日経 2020.2.1              同：20.2.4 

   
     出所：日経 2020.2.26 

 ・ユニクロ休業 270 店に拡大 

  中国のユニクロ店舗数は 2019 年末現在で 750 店。ファストリは 1 月 23 日、湖北省武

漢市のユニクロ 17 店で営業休止。 

  中国当局が感染拡大を防ぐため、内陸部を中心に湖北省以外の商業施設にも営業自粛

を要請し休業が広がっている。 

 ・習指導部、新型コロナウイルス感染対応批判回避に躍起(出所；日経 2020.2.17) 

  習氏の感染拡大防止策発表の時期：人事の更迭も 

  これまで、党や国営メディアは習氏が 1 月 20 日に重要指示を出したとしていたが、1

月 7 日に前倒しした。 

 ・中国全人代延期：出所；日経 2020.2.18) 

  3 月 5 日に開幕する予定だった全国人民代表大会は延期(栗戦書全人代委員長が 2 月 17

日の会議で、24 日の常務委で全人代の延期を議論するよう提案した)へ。3 月 3 日に始

まる国政助言機関、全国政治協商会議(政協)も延期の公算。新型コロナウイルス患者が

急増、感染拡大の封じ込めを優先する。4 月に予定された習主席の国賓訪日にも影響。 

 ・ロックダウン(封鎖) 

  武漢市などは完全都市封鎖が行われ人から人への更なる感染拡大阻止を迅速に行った。 

 ・病院の新設 

  患者収容・治療等のため僅か 10 日間で病院を新設、世界が驚いた。 

 ・武漢事実上の封鎖解除 

  中国当局は 4 月 8 日新型コロナウイルスが世界で最初に拡大した湖北省武漢市で事実

上の封鎖を 2 カ月半ぶりに解除した。北京を除く国内航空路線の再開に加えて、高速

鉄道・高速道路の利用で武漢から他の都市への移動が出来ることになった。 

  この報道に関しては、懐疑的なメディアもある。 

 ・中国｢4 月 6 日の新たな死者ゼロ｣ 

  中国政府は 4 月 7 日、中国本土で新型コロナウイルスによる新たな死者が 6 日はゼロ

だったと発表した。これは 1 月中旬以降で初めて。 
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  中国本土の累計死者数：3331 人(4 月 7 日午前零時現在) 

  累計感染者数：8 万 1740 人(6 日の同時点から 32 人増)、32 人はいずれも国外から。 

  中国は 3 月末まで、症状が無いものの陽性と確認された人を感染者数に含めず発表し

ていた。経過観察中の無症状感染者は 1033 人(4 月 7 日午前零時)だが、累計人数は公

表されていない。 

 ・武漢半導体フル稼働；出所・日経 2020.4.9 からの引用・抜粋 

  中国経済全体を支える主力の自動車産業、ハイテク産業も回復に向かう。半導体大手も

フル稼働、ホンダ 4 月中旬に通常稼働に戻す計画。 

 ・その他社会生活： 

  ＊飲食店：出前や持ち帰りしかできないが、半分ぐらいしか営業していない。 

  ＊出退勤を除き外出は 2 時間まで、健康状態を示すスマホ画面を提示しなければ、マ

ンションやスーパーも出入り出来ない。 

  ＊3 月 10 日に武漢入りした習近平主席は｢新型コロナウイルスは基本的に抑え込んだ｣

と語った｣。それでも武漢には無症状の感染者が多くいるとの見方がある。 

  ＊封鎖解除は海外での感染者の帰国と共に、中国での感染拡大｢第 2 波｣のリスクにな

るとの不安は根強い。 

 ・マスク外交； 

  逸早く経済・産業活動再開に漕ぎ着けた中国はマスクをはじめに医療品等の提供を欧

米諸国等に開始した。劣悪品が多いなど苦情も伝えるなか、関係国間には賛否両論が

交差する。一帯一路戦略を強化しようとする中国に対する警戒感も出ている。 

韓国事情： 

初期段階で韓国における新型コロナウイルス感染急拡大(新興宗教礼拝がらみ)とその後の 

効果的で迅速な封じ込め作戦に世界が注目した。そこには特に 2015 年に発生した MERS 禍 

の、苦い体験(韓中間の緊張を呼んだ)と看過出来ない多くの教訓が生かされていた。 

注記：MERS(Middle East respiratory syndrome)マーズは MERS コロナウイルス(MERS-

COV)により引き出されたウイルス性の呼吸器疾患。国内感染者 185 人、死者 38 人。 

その主なものが軽症者・無症状者などを収容する 17 か所の生活治療センター(外出原則禁 

止・国庫負担)設置とドライブスルー、多くの選別診察所(発熱外来)などの PCR 検査医療設 

備の拡充である。筆者が 60 年代後半から 70 年代前半に滞在した西ドイツには、韓国から 

医師・看護婦など 1000 人余り(多い時には 3000 人)がいた。奇跡の経済復興を下支えす 

る外国人労働者(Gastarbeiter)とその家族は 67 年に 180 万人に達した。不足する医療関係 

者を補充するため西独政府が彼らを招聘したのだ。彼等は同時にドイツの合理主義志向と 

伝統的公衆衛生学の実践を体験することになる。今回もこうしたことが新韓国モデルとし 

て蓄積・継承されているのだろう。当時フランクフルトのオフィスに台湾(今回その対応に 

世界が注目)からの留学生がアシスタントとして業務遂行を支援してくれた。彼の奥さんは 

ドイツの病院で働くナースだった。 
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こうして重症患者の完全な隔離と集中治療体制を確立、医療崩壊を回避した。  

更に IT(スマホ)を駆使した感染者情報の掌握と告知(一部に過度な個人情報侵害も出たが) 

システムの構築がある。このシステムを駆使して人から人への感染(濃厚接触)状況のビジュ 

アル化が可能となり、警報システムが広く実用的になった。注目すべきは韓国では緊急事態 

宣言(2 月 23 日)を出したが、外出禁止は行っていない(p.9 参照)。 

尚出遅れた米アップルとグーグルは 4 月 10 日スマホを使って新型コロナウイルスの濃厚接 

触の可能性を検出・通知する技術を共同開発すると発表した。5 月に第一弾となる機能を各 

国の衛生当局向けに提供を始める。 

遅ればせながらようやく我が国も重い腰を上げようとしている。 

  

  出所：日経 2020.2.27 

 回復後の再陽性： 

 韓国保健当局は 4 月 12 日、新型コロナ感染者で、一旦回復してから再び陽性と診断され 

た人が 111 人に上ると発表した。体内のウイルスが再活性化したか、新たに感染した可 

能性があると言う。韓国当局は WHO と共に調査中。韓国では 2 月に大邸(テグ)市の新 

興宗教の教会での集団感染が発生以降、全国的に感染者数が拡大した。4 月 12 日時点で 

感染者数は 1 万 512 人、うち回復して隔離を解除された人は 7368 人。4 月に入り感染者 

の確認件数は減少傾向、現在は 1 日 30 人程度。 

総選挙、与党圧勝： 

 4 月 15 日投開票が行われた韓国総選挙(定数 300)は革新系与党(共に民主党)が圧勝、単

独で法案を処理できる 180 議席を確保する見通し。新型コロナウイルス感染拡大を抑え

た文在寅(ムン・ジェイン)政権の対応が評価を得た。保守系野党の未来統合党は議席を減

らし、党代表も落選した。 

日本事情 

＊PCR 検査と経緯 
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表の出所：日経 2020.4.11  

国内で新型コロナウイルス感染者が出て約 3

カ月がたつ。その対応に当たり様々な局面で

政・官・医の間で政策上の調整に時間が掛かり、

今も難航している。伝統的日本事情・方式だ、

と言ってしまうわけにはいかない。リーダーに

よる迅速な決定が切望される。幸い IT 社会で

は、その気になれば関係者はメディアなどを経

て現場の状況や国民から情報・意見・コメント

等を迅速に入手可能だ。 

そこでは諸外国との比較もある程度可能で、海

外の有効な参考事例も入手できる。更に国民からの意見・情報・智慧等のフィードバックも

あり、当事者らは国民の要望・疑問等を迅速に理解し、率直な説明・回答を行うことができ

る。 

最大の課題は何故 PCR 検査が、首相・厚労大臣の指示にもかかわらず我が国だけが、進ま

ないかである。詳細は別途、コロナ禍発生の経緯と合わせその事情を考察するが、このこと

が今回の新型コロナウイルス対応の医療行為・対処上の真相・核心、鍵を物語っている。 

＊クルーズ船ダイアモンド・プリンセス 

 
出所：日経 2020.205 

・10 人の新型コロナウイルス感染が判明し、2 月 5 日朝、感染者が横浜港で下船、救急搬

送された。船に残る約 3700 人の乗客・乗員は、最大 2 週間船内に閉じ込められること

になった。 

・乗客 2666 人(うち日本人 1281 人)、うち 120 人が症状を訴え、153 人が濃厚接触者と

して検査対象に。 

 ・10 人のうち、香港の男性の濃厚接触者の中から、これまでに 2 人がウイルス陽性と確

認された。うち 50 代と 60 代の女性と 60 代の男性が日本人。 

 ・自衛隊の奮闘 

  クルーズ船に派遣された自衛隊の医療チームは隊員に一人の感染者を出さず、任務を

全うしたことが注目された。 
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 ・厚労省は 2 月 12 日、クルーズ船で新たに 39 人が感染したと発表した。その結果、同

船の感染者合計は 174 となった(内重症者 4 人、検疫官 1 人感染)。 

 ・外国人乗客・船員： 

  一部海外メディアが日本の対応を酷評したが、真相は当初米国などに即時引き取りを

打診したが、米国政府がそれを拒み、日本側に対応を一任したようだ。 

 ・感染者の隔離：船内の感染者と非感染者の一般乗客・船員の隔離が十分行われていなか

ったことへのアドバイスなどは、国内の専門家からも出た。 

＊政府の初動対応等 

  

  出所：日経 2020.2.13 

  

  出所：日経 2020.2.9               同 2020.1.28 

この段階に於ける WHO の状況判断は中国への配

慮からか楽観すぎ、と批判された。 

そのためテドロス事務局長に対する辞職要請が 500

万を超えた。感染が拡大する中その後の対応は概ね

本来の姿勢に回帰したが、米国、台湾、中国がらみ

でテドロス事務局長は国際政治の渦に翻弄されて

いる。 

                      

新たな症状として味覚・臭覚の消失も確認された。 

出所：日経夕 2020.1.31 
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拡大警戒：4 月 1 日発表の専門家会議の指標 

  
  日経：2020.4.2 

・専門家会議は、｢爆発的患者急増(オーバーシュート)｣に関して、｢2-3 日で累積患者数が倍

増する程度のスピードが継続して認められる状態｣と定義した。 

いずれの地域についても、感染者の集団(クラスター)を発生させないため｢密閉｣ ｢密集｣ 

｢密接｣の 3 つの｢蜜｣を避ける取り組みを徹底する必要があるとした。 

・首都圏 9 都県市のメッセージ： 

 外出自粛改めて要請。 

ウイルス検査と課題：基本姿勢の違いと有効性 

 

出所：日経 2020.4.2   

・日本 1 日 2000 件弱。独の 17 分の 1。 

・安倍首相は 3 月末までに 8000 件にする考えを示したが、実際の検査数(PCR 検査)は 1 日

2000 件を越えず、3 月 29 日時点で合計 5 万 4000 件となった。 

・両国とも検査を受けるか否かの判断は医師が行う。ドイツは感染していても無症状なら、

自宅待機。日本は感染が確認されると無症状や軽症でも原則入院(感染症法上、患者を事

実上隔離し感染拡大を防ぐ狙い)。 

 厚労省は検査を広げ過ぎると、誤判断や入院患者が急増し病院が機能不全に陥り、医療崩

壊に繋がる、と警鐘(パンデミック事前対応には不向きな逆算方式)。 

・WHO のテドロス事務局長は、｢テスト、テスト、テスト。これは深刻な病気だ｣、として

検査の重要性を強調している。 

・英キングス・カレッジ・ロンドン教授は｢全数調査は意味がないものの、疑わしいケース
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では迅速に検査出来る体制を拡充すべきと主張する。 

・島津製作所：1 時間でウイルス判定(出所；日経 2020.4.11) 

 4 月 10 日新コロナウイルス向け検査キットを 20 日に発売すると発表した。手元にある

検体から約 1 時間でウイルスの有無も判定する。価格は 100 検体分税抜きで 22 万 5000

円。本社工場で月 10 万検体分を生産予定。 

・クラスター(感染症集団)追跡型の限界も視野に 

日本のこの初動対応は感染源の確認が追跡できる

間は感染拡大抑制に大変効果的であった、とWTO

や欧米諸国からも一定の評価と期待を得た。 

ところが、感染が拡大(東京オリンピックが 1 年延

期に決定した 3 月下旬から)すると共に、感染経路

不明の割合が向上、クラスター追跡型感染防止策

一辺倒への有効性が一部で問われると共に、海外

からも日本に対する評価と共に不安視する声が一 

出所：日経 2020.4.8         部で出て来た。  

・その後の対応の推移に関しては、PCR・抗体検査と共に後述のパンデミックも参照。 

日本の感染者数推移 

 
   出所：NHK 特設サイト 

世界の状況 出所：日経 2020.4.2 

注目の南欧 3 カ国 
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日本の状況 出所：日経 2020.4.3 

 

国内の新型コロナウイルス感染者が 4 月 9 日、

午後 9 時現在 45 都道府県合計で 5396 人、この

日 1 日で 529 人増となった。1 月 15 日に初の感

染者が確認されて以降、3 月 21 日に 1000 人、

同 31 日に 2000 人、それ以降 3 日で 1000 人の

ペースで急増している。東京都によると 9 日午

後 9 時現在、この日 181 人の感染者が出て、 

出所：日経 2020.4.10      うち感染経路不明が 122 人で全体の約 7 割に上った。 

 真価問われる今後の対応(図・表いずれも日経) 

 

 

 米ジョンズ・ホプキンス大の集計によると、新型コロナウイルスの感染拡大による世界の

死者数は日本時間 4 月 9 日時点で 8 万 8000 人を超えた。医療崩壊を伴う感染爆発に見舞

われた米欧では、累計死者数が最多のイタリアで 1 万 7000 人強、スペイン、フランス、

米国も 1 万人を超えた。イタリアは強制力のある外出制限を 3 月 10 日に実施したが、死

者数増加の鈍化に半月あまりかかった。スペインでも鈍化の傾向は見えつつある。米国は

トランプ大統領が国家非常事態宣言を出した 3 月 13 日の 1 日当たりの感染者数は 500 人

超だったが、10 日後には約 20 倍の 1 万人超に達した。 

医療先進国米国で、取り分けニューヨーク州・市で報道されている悲惨な医療崩壊が何故

起きたのか、様々な見方が出ている。初動対応の甘さも指摘されたが、感染が人から人へ

拡散する以上、その行動様式を的確に掌握し、情報伝達し、市民が自ら自衛行動できるシ

ステムが必要だ。リスク・マネジメント、資金量でも世界の先端を行く中、米国で中国、

韓国などの様なこの種警報システムが何故か遅れてしまったことも大きな要因の一つで

あろう。そして先見性と判断力の面でもリーダーシップの資質が大切。 

 

遅れた日本 
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政府は民間企業と共同して新型コロナウ

イルスの感染者と接触した可能性が分か

るスマホ向けアプリを開発した。実用化

の実験を経て 4 月中にも一般に配布する。

日本政府の承認アプリとして、アップル

の｢iOS｣とグーグルの｢アンドロイド｣の

二つの基本ソフト(OS)向けに無料で配

布する。 

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、

データ技術を対策に活用する試みが世界

的に広がりを見せている。 

注目を集めるのが、スマホの近距離無線

通信｢ブルートゥース｣を使い、感染者と 

出所：日経 2020.4.14   接触したかどうかを知らせる技術。位置情報や個人 ID を使う

仕組みと比べ、個人のプライバシーも守られるとして開発が相次ぐ。感染抑制に期待も高

まるが解決すべき課題もある。この技術で世界に先駆けたのがシンガポール。政府が地元

IT 企業と共同で｢トレース・トゥギャザー｣と呼ぶアプリを作り無料公開した。日本政府

が開発したアプリもこれをモデルにした。 

＊WHO の評価と注意喚起(出所日経夕 2020.4.11) 

 緊急事態対応を統括するマイク・ライアン氏は 4 月 10 日の記者会見で日本のクラスター

調査から、患者の 2 割からしか二次感染を起こしていないことが分かったと説明した。

ライアン氏は｢日本はクラスターを非常に体系的に調査している｣と評価した。その結果

から患者の 5 人に 1 人からしか他人にうつっていないことが判明した。これらの情報か

ら｢感染がどのように広がるか、有益な情報を多く得た、と語った。一方この数週間で東

京など複数の地域で感染源が特定出来ない人が増えていることは良くないと述べた。 

欧州事情： 

新型コロナウイルス感染者数、死亡者数並びに医療体制は想像を絶する悲惨な状況が続く。 

先進国を襲ったこうした状況は如何に発生したのか、俯瞰してみることにしたい。 

・イタリア：中国とイタリアの緊密な関係は広く知られている。中国の一帯一路政策との接

点も緊密だ。今回の感染源はイタリア北部地域に集中した。政府間に加えてここはイタリ

アを代表する繊維、ファッション、コズメティックス、アパレルなどの産業・ハイテクの

集積地。政府間プロジェクトに加えて、中国資本・人材などの流入が近年顕在化してきた。

自ずと多くの中国人が活躍、居住し交流も盛ん。こうしたことが感染拡大の背景にあるよ

うだ。皮肉なことに南北間格差を越え、パンデミック・医療崩壊がこの地域で最初に現れ

た。更にイタリア社会の特異性・ライフスタイルもあるようだ。外出制限は 5 月 3 日ま

で。4 月 13 日現在死亡者数 2 万人以上。イタリアは観光立国、海外からの観光客が多い。 
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・スペイン：イタリアを抜いて死者の数が拡大したが、その社会はイタリアと共通点が多い。 

 4 月 13 日建設業、製造業など一部の産業の再開を認めた。3 月 30 日発表していた｢必須

でない産業｣への従業員の通勤禁止を解除した。新型コロナウイルス感染で 17000 人以上

の死者が出ているが、13 日発表の新たな死者数は 517 人で最悪だった 4 月 2 日の 950 人

から大幅に減った。但し外出制限は 4 月 25 日まで 

・ドイツ：出所：日経 2020.4.15(欧州総局編集委員赤川省吾氏の記事要点を紹介する) 

 ドイツの死亡率の低さが目立つ、イタリアが約 2 万人、ドイツ約 3000 人。 

 ＊在宅勤務のしやすい仕組み 

 ＊リスクの高い高齢者が自立した生活を送るドイツ流ライフスタイル、隔離し易い住宅。 

  イタリアよりも自宅での隔離が簡単だった。 

 ＊2013 年 1 月に連邦議会(下院)がまとめた報告書(A4 版 30 ページあまり)；｢感染スピー

ドを鈍らせるのは学校閉鎖、大規模集会の禁止しかない。電気やガスは供給できるが、

航空・鉄道は滞り、医療はパンク。消毒液やマスクの調達も難しくなる。感染終息には

3 年かかるだろう｣ 

 ＊そして今年 3 月、政府が外出制限を発するとドイツは国家ぐるみで一気に動いた。欧

州中央銀行(ECB)が定めた金融緩和の実働部隊は直ちに在宅勤務に切り替えた。独連銀

は 02-03に大流行した SARS(重症急性呼吸器症候群)などの経験を踏まえて｢万が一に｣

備えたという。 

 ＊強固な医療システム：OECD によると、集中治療室は人口 10 万人当たり約 34 床、イ

タリアの 4 倍。独人工呼吸器大手のドレーゲルなどは政府が増産を頼みやすい。 

 ＊新コロナでも、｢最悪の事態｣を念頭に置く。｢国民の 60-70％が感染する恐れがある｣と

メルケル首相は語った。不都合なことでも事実なら率直に伝え、素早くリスクを回避す

る。そんな国民性が今のところ奏功しているようにみえる。 

 コメント：合理的思考、日本も学んだ最先端の公衆衛生学、結束力の強い社会だが、こう

した報告書を議会がまとめることが素晴らしい。国としての体を成している。リーダー

シップに陰りも出たメルケル首相だが、今回の迅速な行動で国民の支持が向上した。 

経済規制緩和と背景； 

  4 月 15 日メルケル首相発表の一部規制の緩和： 

  20 日から広さ 800 平米以下の小・中規模商店の営業再開/店舗・公共交通機関でのマス

クの着用。主な対象はアパレルなどの専門店。レストランは対象外。 

  新規の感染者数は最悪期の 3 分の 1 以下の 2000 人程度まで減った。集中医療用ベッド

の増床も進み、医療崩壊のリスクもひとまず低下したとの判断によるもの。経済活動を

このまま止めていれば、経済も財政も破綻しかねないと言う危機感もあった。 

  但し感染者が再び増加しないよう 3 人以上の集会は引き続き制限。 

 ・英国：4 月 14 日時点の感染者数は 89571(中国 83302)とドイツの 130,072 人より少な

いが死者数ではドイツの 3,194 人に対し 11,347 人と圧倒的に高い。FT 前編集長ライ
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オネル・バーバー氏の論評(NIKKEI ASIANREVIEW)の指摘が参考になる；①感染拡大の

ためもっと早く非常事態宣言を出すべきだった②外出自粛(ジョンソン首相の家にいな

くてはならないと言う声明)に関する 3 月下旬のメディアの報道は｢自由の終わり｣、｢自

宅軟禁｣の見出しが躍った。更に第 2 次大戦時の｢ブリッツ精神｣、航空戦｢バトル・オ

ブ・ブリテン｣の気持ちを奮起させよと訴えた③戦時の心構えといっても今となっては

広く知れ渡っておらず、羽目を外したがる若者たちはとりわけ聞く耳を持とうとしな

い④政府は責任の一端を認めるべきだ。閣僚は EU からの離脱(ブレグジット)を巡る問

題ばかり集中することをいったんやめれば、アジアで導入されたような断固たる感染

予防策の教訓を取り入れることが出来たかもしれない⑤英政府が国民に発したメッセ

ージは出来の良い時でも曖昧で、ひどい時には怠慢と言えるほどだ。彼等はより厳しい

措置に反対してきた。外出禁止の経済的損失がとてつもない規模になるとの判断だっ

た⑥十分な数の人々が免疫を獲得し拡大を収束させる｢集団免疫｣を待ちながら危機を

やり過ごせると期待した。方針転換は国民医療制度(NHS)で対応しきれない感染者が

出て、医療関係者らも数十万人が命を落とすことになる警告が出たからだ。 

  どこか我が国と共通する点があるようにも思う。ジョンソン首相は一時重篤な状態に

陥ったが、今では退院し、休養中。英国はなお難しい対応を迫られている。 

  そうした中オックスフォード大学研究チームよるワクチン開発(後述)のニュース。9 月

にも実用化の可能性があるとのこと。成功すれは、ジョンブルも存在感を高めよう。 

 ・フランス：マクロン大統領は 4 月 13 日、実施中の外出制限を 5 月 17 日まで延長する

と発表。感染の勢いは鈍化の傾向があるが、依然医療機関に大きな負担が掛かっている

ためとしている。健康なら必要ないとしてきたマスクについては、5 月 11 日以降｢公共

交通機関などでは、全員が着用することになる｣と方針を転換した。4 月 13 日までの死

亡者は 14000 人以上に達した。 

＊マスク・医療器具等 

・品薄状況続く(2 月初めの状況) 

業界団体によると、マスクは 1 月中旬以降の約 2 週間

で平時の平均の国内在庫 10 億枚が出荷された。メー

カーは増産するも品切れに悩む小売店で購入制限が続

く。 

ユニ・チャーム； 

一時受注が 10 倍を超え、工場を 24 時間体制とし当初

1 月末までを想定した増産を 2 月も続行。主力は中国

工場。  

アイリスオーヤマ； 

中国のマスク工場で休暇を短縮、1 月 19-25 日は日本

向け出荷を前週の 3 倍増に。 
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  日本バイリーン； 

  中国の取引のない卸売り業者からコンテナ満杯、月産の 5 倍を超える引き合い。国内

工場を 24 時間稼働して、5 割増を狙う。 

  通販サイト；異常な価格急騰 

  ユニ・チャームの 30 枚入りが 7800 円と通常の 10 倍以上に 

 ・全世帯に布マスク(1 住所当たり 2 枚)：全国 5000 万世帯、来月にかけて、 

  4 月 1 日首相表明。 

・米、マスク着用推奨へ 

CDC(米疾病対策センター)の新指針(4 月 2 日)： 

食料品店、薬局など人と距離を取るのが難しい場所で｢顔を覆う布をかぶることを勧

める｣とした。また医療用高性能マスク｢N95｣は病院で必要なため、一般市民は使わな

いよう求めた。 

 ・医療用マスク(サージカルマスク)｢抑制に効果｣ 

  香港大学などの研究チームは、4 月 4 日までに、通常の風邪の原因となるコロナウイル

スに感染した患者がサージカルマスクをすると、ウイルスが外に広がるのを抑えられ

るとの実験結果を発表した。新コロナウイルスでも同様な効果があるとみられる。 

 ・米、異業種がマスク生産(出所日経 2020.4.4) 

  デルタフライト・プロダクト； 

  エキソンモービル； 

  日産自動車；フェースシールド、3D 活用、週 3000 個 

  3M：国防生産法 

   トランプ大統領は同社に対し、大統領権限で企業活動を指示できるこの法規を使っ

て N95 を政府に提供するよう命じた。 

   その後の報道によると、同社は医療用マスク｢N95｣を米国に 3 カ月で 1 億 6650 万枚

輸入する計画を発表した。 

   同社の中国工場を中心に医療用マスクを増産し、月間約 5000 万枚を輸入する。国内

で生産する月間3500万枚に関しては国内向けの他カナダ、中南米への輸出も続ける。 

 ・米消毒用アルコール生産要請 

  州政府の要請で現地日本企業(サントリー、資生堂など)に生産要請 

＊人工呼吸器：自力で呼吸の可能な人の支援 

 ・日本光電： 

  自前の生産では間に合わず、スイス製の輸入を検討中。 

 ・トランプ米大統領は、4 月 2 日 GM など 6 社(米国にも拠点を置くフィリップス、メド

トロニックなど世界各国の大手医療機器メーカーなどを含む)に対し新型コロナウイル

ス患者の治療に必要な人工呼吸器の増産を国防生産法に基づき要請した。 

 ・厚労省の新通達と課題(出所：日経 2020.4.14) 
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同省は 4 月 13 日、不足が懸念される人工呼

吸器の増産に向け、異業種からの参入企業に

対する品質調査などを迅速に進めると発表

した。既存の製造販売業者と組んだ異業種の

メーカーが部品を製造したり、組み立てたり

する場合に品質を確認する実地調査を事後

に回す。従来は 4 カ月程度が目安だったが、

数日に短縮できる。従来は医薬品医療機器法 

   表出所：日経 2020.4.15  に基づく品質調査・法令上の手続きに時間が掛かった。更に相

談窓口も開設する。異業種の製造業者が単に人工呼吸器などの部品の生産に乗り出す

場合は、既に法令上の手続きは不要としていることも改めて通知した。 

  米国の国防生産法に基づくような強制力がないため、メーカーサイドには迅速な対応

を憚りかねない事情がある。つまり需要が無くなると途端に在庫を抱え込むリスクの

問題だ。そこで自民党の｢優れた医療機器を国民に迅速且つ安全に届けるための議員連

盟｣の鴨下一郎会長は｢新型コロナウイルスの終息期迄は、国が企業の経営リスクを減

らすためにお金を出すべきだ｣と話す。 

  国体の在り様に関しては抜本的法改正がベッターだが、喫緊の対応として異存はない。 

＊人工心肺装置(ECMO エクモ)と課題 

 ・国内最大手(シェアー約 70％)のテルモ生産量を現在の倍増へ 

  同装置に接続して使う消耗品(回路)についても国内シェアー70％で、増産へ。 

  国内外を合わせるとこれに関しては、年間約 1 万個を生産している。 

 ・国内医療機関に設置されている 2 月末の台数：約 1400 台。 

 ・泉工医科工業(国内シェアー約 30％)： 

  通常の生産台数は年間 50-60 台。今後は 70-80 台へ。 

 ・医療従事者確保が課題に； 

  ECMO 装置は酸素を送り込む際の濃度調整や心拍数チェックなど扱いに高度な知識を

要する。 

 ・日本呼吸療法医学会などが 3 月 30 日までに集めた症例では、40 人中、既に 19 人が危

篤状態を脱した。治療法が確立していない厚労省は｢救命の最後の砦｣とみて、エクモの

整備を進めるよう 3 月に都道府県に通知を出した。 
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   出所：日経 2020.4.6 

医療用防護服：品薄、供給追い付かず 

 ・米デュポンが最大手、3M、東レなども手掛ける。実際の生産は加工賃の安い中国、東

南アジアなどに生産を委託。日本国内には殆どない。元来委託生産品で、また一度着用

したら使い切る消耗品。 

 ・化学防護服は飛沫感染、接触感染を防ぐ宇宙服のように全身を覆うもの 

 ・東京都は現在約 170 万着を備蓄、都内の医療機関や保健所に配布している。 

  出所：日経 2020.4.7 

体温計 

 一時品切れ状態が続いたが各メーカーの現状 

・オムロン(国内シェアー最大)：生産能力をこれまでの 70％増とし、日産 6 万個弱へ。 

 主力工場の中国大連で増産を開始。 

・テルモ：中国浙江省杭州市の生産拠点で 2 月から増産中。家庭用以外にホテル、企業の受

け付け用など。 

・タニタ：台湾の製造委託会社に発注量を増額した。2 月は通常の月間供給量の 10 倍近い

引き合いがあった。 

期待のコロナワクチン開発(出所：日経 2020.4.14) 

 大阪大発のバイオ企業アンジェスは、新型コロナウイルスワクチンの臨床試験(治験)を前

倒しする方針を固めた。9 月の開始を予定していたが、動物試験の進捗が順調なことなど

から厚労省と協議し 1 カ月程度早めるもよう。人での安全性や有効性を確かめ、供給し

たい考えで、2021 年の早い時期にも医療現場で使える可能性が出て来た。コロナワクチ

ンを巡っては、米の J&J(21 年供給計画)や、仏のサノフィなど世界の製薬大手が開発を進

めている。アンジェスは 3 月 5 日に大阪大やタカラバイオと共同でワクチンを開発する

と発表、わずか 20 日間で動物実験用のワクチン候補を完成させた。開発スピードではモ

デルナの 42 日間を上回る速さ。 

 開発するのは｢DNA ワクチン｣と呼ばれるもの。新型コロナの遺伝子情報の一部を体内に

送り込み、ウイルスの情報を免疫に教えることで、本物のウイルスが体内に侵入した際、
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素早く免疫が攻撃する仕組み。鶏卵や細胞でウイルスを培養する従来の手法と違い、培養

などの手間と時間を短縮できる。通常 1 年近くかかる、鶏卵法などと違い、製造期間も短

く 2-3 週間程度で、今回の様なパンデミック(世界的な大流行)の際に素早く対応できるワ

クチン開発技術とされる。 

 アンジェスは｢オールジャパン体制｣での開発を目指し、国内の大学や製薬会社に連携を

呼び掛けていた。化学メーカーのダイセルや医薬品開発受託機関大手の EPS ホールディ

ングスなど協力企業が増え、臨床試験の準備や治験薬の製造体制にメドがつき、厚労省な

どと調整の上、早期に治験を始める方針に転換した。 

 アンジェスは 02 年に東証マザーズに上場した。19 年には日本の製薬会社として初めて

遺伝子治療薬の製造販売承認を取得した。 

 英オックスフォード大研究チームのワクチン開発：4 月 11 日付英タイムズ紙の報道 

 候補となるワクチンは 4 月中に臨床試験を開始、早ければ 9 月中にも実用化する予定と

明らかにした。研究チームを率いるサラ・ギルバート教授は｢8 割の確率で新型コロナに

効く｣と語った。WTO は 2 月時点でワクチン準備までに最大 18 カ月程度かかる見通し

を示していた。 

＊これまでクラスター（感染者集団）の発生か確認された場面とその条件：予防 

 (出所；国の専門家会議が示した｢見解｣から、2020 年 3 月 9 日) 

これまで感染が確認された場に共通するのは、①換気の悪い密閉空間、②人が密集していた、③近

距離での会話や発声か行われたという３つの条件か同時に重なった場です。こうした場ではより多

くの人か感染していたと考えられます。 

これら３つの条件がすべて重ならないまでも１つないし２つの条件かあれは、なにかのきっかけに

３つの条件が揃うことがあります。例えは、満員電車では、①と②がありますが③はあまりなされ

ません。しかし、場合によっては③が重なることあります。また、一連の活動のなかで多くの時間

は３つ条件が揃わなくても、あるときにはそうした機会があることがあります。例えば通常の野外

スポーツをしている際には 3 つの条件は揃いませんが、着替えやミーティングにおいては①から③

の条件かが重なることがあります。そのため、３つの条件かができるだけ同時に重ならないように

することが対策となります。 

注記；東京都の小池知事が｢感染爆発｣の｢重大局面｣として述べた三蜜にあたるもの。 
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 また、上記の条件の他に、共用の物品を使用していたという場面もあります。こうした状況では接

触感染がおこる場合があります。 

これまで、換気の悪い閉鎖空間で人が近距離で会話や発語を続ける環境、例えば、屋形船、スホー

ツジム、ライブハウス、展示商談会、懇親会等での発生が疑われるクラスターの発生が報告されて

います。 

なお、不特定多数が参加するイベントは、感染拡大のリスクが高いだけでなく、クラスターが発生

したときに感染源の特定、接触者調査が困難となり、クラスターの連鎖につながるリスクが増しま

す。イベントの特徴に応じて可能な場合には、主催者があらかじめ参加者を把握できているほうが

感染拡大のリスクを下げることができます。 

○対応 

＊専門家会議： 

北海道 憂慮すべき状態続く 

現在の状況として、北海道については先月 28 日に緊急事態宣言を出して週末の外出

自粛などを呼びかけて以降、一定程度、新規感染者の増加を抑えられていることを示

しているとしましたが、依然として流行は明確には終息に向かっておらず、憂慮すべ

き状態が続いているとした。 

ただ緊急事態宣言は急速な感染拡大の防止という観点からみて一定の効果があったと

した。 

また北海道以外の国内の感染の状況については引き続き、持ちこたえているものの、

一部の地域で感染拡大が見られるとした。 

特に感染源の分からない患者が増加している地域が散発的に発生しているとして、今

後、こうした状況が増え続け、全国的に拡大すれば、爆発的な感染拡大を伴う大規模

流行につながりかねないとした。 

これまでの国内の対策については若干の効果があったとする見解を示しながらも海外

からの流入があることなどから、引き続き動向を注視し、感染拡大のリスクが高い環

境での行動を十分抑制することが重要とした。 

そのうえで、今後の見通しとして、もし大多数の国民や事業者が人と人との接触をで

きるかぎり絶つ努力や、密閉空間、人の密集、近距離での会話や発声という３つの条

件が同時に起こる場所を避ける努力を続けていかないと感染に気がつかない患者の集

団、クラスターが発生し、ある日、「オーバーシュート」と呼ばれる爆発的な患者の

急増が起こりかねないと指摘した。 

クラスター対策を迅速に抜本的に拡充する必要 
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また専門家会議の提言では、はじめにクラスターと呼ばれる患者の集団への対応の重

要性を挙げ、今のクラスター対策を迅速に抜本的に拡充する必要があると指摘した。 

具体的には 

▽人材の確保 

▽自治体どうしの強力な連携や情報共有 

▽対策に当たる保健所の人員や予算の投入などを挙げた。 

また重症者を優先する医療体制に迅速に移行するための検討を進めるべきとしまし

た。この中では強いだるさや息苦しさがある人や高齢者、それに基礎疾患がある人た

ちは早めに受診してもらう一方で、入院治療が必要ない軽症者については自宅療養と

して電話で健康状態を把握することとした。 

春休み明けの学校については、地域ごとの流行の状況を踏まえることが重要だとし、

日々の学校生活で、集団感染のリスクが高くなる３つの条件が同時に重なる場を避け

るなどの対策の必要性を強調した。 

そして全国規模の大規模イベントなどについては、集団感染のリスクや感染を拡大さ

せるリスクを指摘し、屋内か屋外かや人数の規模によらず、集団感染が起きると全国

的な感染拡大につながることが懸念されるとしました。こうしたリスクに対応できな

い場合は中止や延期が必要だとした。 

このほかにも感染者や濃厚接触者、それに治療にあたる医療従事者などに対する偏見

や差別につながる行為は断じて許されないこと、高齢者や持病のある人など重症化の

リスクが高い人は不特定多数の人がいる場所への訪問を避けることなどが盛り込まれ

た。 

十分な措置がとられなければ 79.9％が感染 

専門家会議がまとめた「状況分析・提言」では大規模な流行が起こって十分な措置が

とられなかった場合にどのような事態になるのか、北海道大学の西浦博教授の推計が

盛り込まれた。 

推計では人口 10 万人の地域を想定し、感染拡大のスピードは現在のヨーロッパと同

程度と仮定した。 

その結果、流行 50 日目には１日の新たな感染者数は、軽症の人も含めると 5414 人

にのぼり、最終的に人口の 79.9％が感染すると考えられるということである。 

また人工呼吸器などが必要な重篤な患者は、流行 62 日目には 1096 人にのぼると推
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計されたということで、地域の医療の限界を超えてしまうことが想定されたというこ

とである。専門家会議では、実際にはクラスター対策などの強力な措置をとること

で、地域の医療提供体制を上回らないようにするべきだと指摘した。 

北海道大学 西浦教授「『北海道モデル』が成功か」 

専門家会議のあと会見を行った北海道大学の西浦博教授は北海道で先月下旬から行わ

れた一連の対策の効果について、「北海道では緊急事態宣言が出されたあと、感染者

の減少傾向が顕著になっている。まだ予断を許さない状況が続いているが、多くの方

の協力によって『北海道モデル』と呼べる取り組みが成功したのではないかと考えて

いる」と話した。 

また国内全体の状況や今後の対策の在り方については「自粛などの取り組みや多くの

人たちの協力によって、希望の光が見えてきたと思っている。強力な行動の制限は感

染拡大を抑えることはできるが長く続けることはできない。『日本モデル』として、

長期間、持続可能な対策の在り方をなんとか見いだせないかいま必死に模索してい

る」と話した。 

その一方で全国的な大規模イベントの開催については「仮に大規模なイベントを開催

してそこで非常に大きな感染者の集団、メガクラスターが発生してしまうとこれまで

の努力が水泡に帰すおそれがある」と指摘した。 

防衛医科大学校 川名教授「医療機関の役割分担が必要」 

専門家会議のあと記者会見に出席した防衛医科大学校の川名明彦教授は今後、感染の

拡大に備えて必要な医療体制について、「患者の数が大きく増えると軽症の患者に入

院してもらう状況ではなくなってくる。重症の人は高い機能がある医療機関で治療

し、軽症の人は一般の医療機関や診療所にいってもらうなど、医療機関の役割分担が

必要で、その準備を進めなければならない。現時点で、対応できなくなってしまった

医療機関はないという理解だが、多くの感染者が報告されている地域は、特にその懸

念が高まっていると考えている」と述べた。 

尾身氏「イベント開催は慎重に判断を」 

記者会見に出席した専門家会議の副座長で地域医療機能推進機構の尾身茂理事長は、全

国的な大規模イベントの開催は主催者がリスクを判断するよう求めたことについて、

「閉鎖されていない屋外で開かれるものでも、全国から不特定多数の人が参加するイベ

ントで集団感染が起きたら全国に波及するおそれもあるため、皆さんには慎重に判断し
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てもらいたい。開催を決めてもイベントの準備を進める中で異変を感じれば、中止の判

断もしてほしい」と話した。 

そのうえで、「イベントの開催をめぐってはさまざまな意見が出たが、専門家ごとに法

論が異なるだけで、国内でいつ大規模な感染拡大が起きてもおかしくないという危機感

は、すべての委員が持っている」と話した。 

＊改正特措法の成立 

新型インフルエンザ対策特別措置法の対象に新型コロナウイルス感染症を追加する改正

法が 3 月 13 日の参院本会議で成立。これに基づき、首相が緊急時に｢緊急事態宣言｣の発

令が可能となった。都道府県知事は宣言を受け、法律に基づいた外出自粛要請や、学校な

どの使用制限要請・指示が出来る。 

  

  出所：日経 2020.3.14               同左 3.31 

＊発令上の課題・思惑 

 強制力等： 

  出所：日経 2020.4.3 

 北海道の例： 

 北海道の鈴木知事は２月 28 日夕方、新型コロナウイルスの感染が道内で広がってい

るとして、２月 28 日から３週間の間、「緊急事態宣言」を出し、道民に向けて、特に

週末の外出を控えるよう呼びかけました。 

 「新型コロナウイルスの感染を防ぐため、オール北海道で取り組んできましたが、状
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況はより深刻さを増しています。早期の終息、そして皆さんご自身と大切な人の命と健康を守るた

め、お願いしたいことがあります。感染の拡大防止のため、この週末は、外出を控えてください。

皆様のご理解とご協力を、よろしくお願いします」  

 「北海道では現在までに 63 件の感染者が確認されており、感染拡大のスピードを抑える対策が必要

になっている。まさに今が山場であり、１日も早く終息させる必要がある」  

 「飲食店やスポーツジムなどでの接触の可能性が出てきているので、週末については基本的には外

出を控えてもらいたい。子どもたちには外出を控えてもらっており、大人も同じようにすることで、

道民一丸となってこの週末、取り組みを進めていきたい。極めて深刻な状況であると認識し、行動

してもらうようご協力をお願いしたい」。 

北海道の小売り各社の中には、営業時間を短縮する動きがある一方で、通常どおり営業するところ

もあります。このうち、札幌市中央区のデパート、「さっぽろ東急百貨店」は、３月１日から３月 18

日までの間、開店を朝 10 時半と 30 分遅くするほか、閉店も午後７時半と 30 分早める方針です。

一方、「イオン北海道」は、「道民の食生活を支える」として、週末は通常どおり営業する予定だと

している。 

北海道の鈴木知事は新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大は回避されたとして 3 月 19

日に「緊急事態宣言」を終了すると明らかにした一方、感染拡大防止の取り組みを継続

し、感染が懸念される場合は外出を控えるよう呼びかけた。 

鈴木知事は 18 日の記者会見で「当初、懸念されていた爆発的な感染拡大と医療崩壊による命と暮らし

を守れないという状況は回避されたと考え、緊急事態宣言は予定通り 19 日で終了する」と述べた。 

そのうえで感染拡大を防ぐ取り組みを継続し、風邪の症状のある人の外出や人が大勢集まり、風通しが

悪い場所に行くことを例に挙げ、感染が懸念される場合は外出を控えるよう呼びかけた。 

そして感染拡大防止の取り組みと社会活動や経済活動を両立する「北海道モデル」を確立させる必要性

を訴えた。 

国家安全保障局(NSS)に｢経済班｣、4 月 1 日発足 

背景にあるのは中国の軍民融合政策を考察したも

ので、経済・外交・安全保障関連問題の統括・統

合の司令塔を果たす。 

 

 

出所：日経 2020.4.2 

 

自衛隊病院の機能拡充 
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・防衛省は 2020 年度補正(案)で自衛隊病院の機能を拡充する。 

政府が来週纏める緊急経済対策に盛り込む。ウイルスが外に出ないよう気圧を低く抑

えた陰圧設備、人工呼吸器を増やす。病床拡大用隔離ドアー等を調達する。 

パンデミック(世界的な大流行) 

  

  出所：日経夕 2020.4.3 

  

 

出所：日経夕 2020.4.3               出所：日経 2020.4.4 

感染者の内、軽症者・無症状者を入院先からホテルなどの宿泊施設に搬入 

・東京都は 4 月 5 日、感染症専門家らによる｢調整本部｣を発足させると発表。 

・厚労省基準： 

従来；症状が消えて一定期間後、2 度の PCR 検査が共に陰性なら初めて退院できた(こ

のため病床が逼迫する事態が喫緊の課題となっていた)。 

4 月 2 日の新基準；2 度の検査で共に陰性が退院の条件。但し無症状や軽症なら自宅 

や宿泊施設に移せるとし、その際の基準を新たに示した。 

ここでは高齢者を自宅や宿泊施設での療養の対象から外した。 

・三木谷氏ホテル無償提供提案： 

 大阪府が無症状や軽症の陽性者を受け入れる宿泊施設を求めていることに呼応し 



 

23 

 

楽天の三木谷会長兼社長が、個人で所有するザパークフロントホテル(598 室)を申し入れ

た。 

・8000 病院体制一元化の構築 

出所：日経 2020.4.6 

政府は約 8000の病院の医療体制を毎日把握出来るシステム

を構築する。病床、医療機器、医師、看護師等の状況を一元

的に集め各自治体に提供する。4 月中に試行を始め 5 月から

本格稼働に入る。20 以上の病床を備えた病院が対象。厚労

省がデータベースを設け、各病院が情報を毎日登録する。4

月 7 日に決める緊急経済対策に入れ、2020 年度補正予算に

数億円を計上する。 

 

 

オンライン診療・電話診療の条件付き解禁：期間は新型コロナ感染が収まるまで 

・厚労省は原則反対してきた初診患者へのオンラインや電話診療の解禁を一転容認した。 

 公的保険でオンライン診療に対応する医療機関：約 1000(全体の 1％) 

・2018 年に保険適用。条件；対面診断、対象疾患は生活習慣病 

・電話診療は設備投資を伴わないので、今後拡大傾向に 

海外の見方 

  

安倍首相の 4 月 6 日の新型コロナウイルス感染症対策本部の会合での表明 

＊PCR 検査： 

 ・PCR 検査の 1 日の実施数を現在の倍の 2 万件に増やすと表明。保健所の体制整備と合

わせクラスター対策を強化する。 

＊全国の空き病床数 

現在の 25000 から 5 万床へ；重症者対策を中心とした医療体制の整備 

＊人工呼吸器：15000 台の確保と増産 

 加藤厚労大臣は、4 月 5 日に人工呼吸器は 3 日時点で 8000 台が使用可能としていた。 
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抗インフルエンザ薬｢アビガン｣等 

・富士フィルム子会社の富士フィルム富山化学が開発、中国で同成分の薬を実際の患者に 

投与して有効性を確かめたとする論文を 4 月 3 日までに取り下げた(中国政府が新型コロ

ナへの有効性を臨床研究で確認した、と発表していた)。 

・ドイツ政府；大量に調達の意向(FAZ)、数百万セット。中国から？主たる原料が中国産。 

・日本政府は 4 月 3 日の記者会見で、アビガンを希望する国に無償供与すると発表した。 

 現在約 30 カ国から提供要請があった。 

 安倍首相は、アビガンを、治療薬として正式承認を目指し臨床試験プロセスを始める方針 

を発表した。 

・  

  出所：日経 2020.4.6 

4月 7日緊急事態宣言発令 

 

 出所：日経 2020.4.7 

・宣言の効力：8 日午前零時から 

・期限：5 月 6 日まで 

・対象地域：東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の 7 都府県 
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東京都の対応： 

 出所日経夕 2020.4.7 下 2020.4.15 

 

休業を広範囲で求める都と国との折衝は難航した。 

協力金： 

都は休業要請に応じた事業者に｢協力金｣を給付する。1 店舗のみの運営事業者に 50 万円、

2 店舗以上なら 100 万円を配る。休業要請の対象外であっても、飲食店や喫茶店など食事

を提供する施設は、都の方針に従って時短営業を実施すれば支給対象になる。施行詳細は

検討中。詳しくは次章参照。 

都のコロナ関連対策費 

 東京都は 4 月 15 日、感染拡大を防ぐため新た

な緊急対策を公表した。対策の補正予算案の総額

は 3574 億円。都が要請した休業や時短営業に対

する｢協力金｣は 16 日～5 月 6 日全面的に応じた

事業者を対象に支給する。都は事業者から 13 万

件程の申請があるとみて補正予算案に 960 億円

を計上した。小池知事は記者会見で緊急的で効果

的な対策を打つことで都民や事業者の不安を払

拭したい、と述べた。更に今後も追加対策を打ち 

 出所：日経 202.4.16  出し、費用総額は過去最大規模の約 8000 億円なると明らかにした。 

厚労省クラスター対策班の警鐘 

感染拡大に何も対策を取らなければ、国内で重症

者が累計で約 85 万人に上り、その半数がなくな

る恐れがある。4 月 15 日試算を公表した対策班の

西浦北大教授は｢感染者が増えれば重症者や死者

が増える、｢人との接触の 8 割減を徹底して欲し

い｣と強調した。 

出所：日経 20204.16 
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医師会の提案、PCR 検査所 

東京都医師会などは新宿区など都内約 30 カ所に

新型コロナウイルスを検出する PCR 検査所を設

置する方針。現行の仕組みでは速やかな検査に至

っていないため、現場の医師団が動き出した。こ

のシステムはかかりつけ医が必要と判断すれば

地域の医師が運営する検査所で対応する。全国的

な広がりに発展し、外国レベルにまで検査が増え

るか疑問視する向きもある。 

コメント：持続可能にするには、ネックの 

出所：日経 2020.4.16 医療機器・装備等の迅速な供給・充足と医療従事者等の確保。それには

公的資金の投入と国・地方自治体の支援・協力が不可欠。数値目標・実績の公表も必要。 

抗体検査との併用で目的達成を期待したい。 

 

緊急事態宣言の拡大(4 月 16 日) 

 7 都道府県以外で既に独自の対策を進める自治体以外でも、感染者増に危機感を強める地

域では、これを機に更なる対策を進める考えが出て来た。 

  

             出所：日経 2020.4.17 

 正式名称は｢基本的対処方針等諮問委員会｣。新型

インフルエンザ対策特別措置法が 2012 年に成立し

たのを受けて設置された。政府が新型コロナウイル

スなどの感染拡大を抑える｢緊急事態宣言｣を発令

する際に諮問を受け、妥当かどうか見解を示す。対

象地域の追加や期間を延長する場合にも意見を出

す。諮問委が妥当だと評価すれば、首相は対象地域

や期限を決めて緊急事態宣言を発令する。 

  出所：日経 2020.4.17 
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基本的対処方針の変更点と 10 万円支給の支給の紆余曲折 

 

 

      出所：日経 2020.4.17                同左 

年代別感染者数のシフト 

4 月 18 日感染者数が 1 万人

を越えた。3 月の 3 連休後は

それ以前と比べると、60 代以

上は 2.7 倍だが、50 代以下は

5.9 倍に急増した。要因として

考えられるのは、症状が軽い

か無自覚の人々が感染を一気

に広げたと見られる。専門家

は｢人との接触の 8 割減｣を求  

  出所：日経 2020.4.19                        めている。 

医療関連に関する日本の位相 

経済再開に向けてのコロナ禍の出口戦略

を狙う EU は三つの条件を掲げた：①感染

拡大の鈍化②大規模な検査能力③十分な

医療体制。これが世界の潮流となりつつあ

るが、日本は②③とも大きく遅れている。

再生産数とは、あるウイルスを 1 人の感染

者が何人に感染させるかを示す値。ドイツ

は 3 月初め 3 超だったが、20 日時点で 0.9

まで下がった。ニューヨーク州では一時 4

超だったが、足元は 1 を下回る。日本は 3  

  出所：日経 2020.4.22      月中旬で東京が 1.7 と推定されている。ドイツでさえも再生
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産数が再び 1.1 に上昇するだけで 10 月には医療システムが崩壊する。 

 

第二章 経済・金融 

経済への影響 

世界経済 

IMF は 4 月 14 日、2020 年の世界経済成長率見通

しを大幅に下方修正。新型コロナウイルスの影響

を 4 つのシナリオで分析、21 年には 5％台の経済

成長を実現することを基本シナリオとしながらも、

感染拡大が収まらなければ 2 年連続のマイナス成

長が避けられいとした。原油安・金融不安など世

界経済は多重危機の最中にあるとした。 

出所：日経 2020.4.15 

  

移動制限などに伴う経済損失は 500 兆円を超す可能性もある、と日経(2020.4.15)は、今回

の IMF の｢世界経済見通し｣と合わせトップで報じている。以下紹介された海外のコメント

を拾ってみた。 

米ゴールドマン・サックス：世界経済損失額；5 兆ドル規模 

その他民間試算：2 兆ドル超 

JP モルガン：瞬間風速(前期比年率)、1-3 月期世界の成長率マイナス 14.7％、4-6 期同 12.6％ 

IMF ゲオルギエバ専務理事：世界各国で 8 兆ドル(約 860 兆円)程度の財政出動計画してい

る、と表明した。これに関連、日経(2020.4.15)は世界経済全体の 1 割近くに相当する規模

で、500 兆円規模の経済損失を十分補う規模に見える。だからこそ金融市場も落ち着きを取

り戻しているが、危機の封じ込めはそう簡単ではないとし、課題の一つにスピードを挙げた。 

日銀 3 月短観 
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  出所：日経 2020.4.1 

WTOモノの世界貿易予測 

・世界貿易機関(WTO)は 4 月 8 日新型コロナウイルス感染

拡大の影響で 2020 年のモノの貿易量が前年比最大 32％減

少すると発表した。世界的なサプライチェーンの混乱や大

幅な需要減退の影響を受ける。世界金融危機後の 09 年の

13％減を上回る打撃になる可能性が高いと分析する。 

・二つの予測 

 悲観シナリオ：貿易の急減が長期化、その後の回復が遅れ

る→貿易量 32％減これは戦後最悪の結果となる。 

   出所：日経 2020.4.8   楽観シナリオ：貿易は減少するが、20 年後半から回復→13％減

WTO は 19 年 10 月時点で 2.7％増を予測していた。 

株式・債券市場 

新型コロナウイルスの感染が世界中に拡大する中、今年 1-3 月の世界株は四半期としては

リーマン・ショック直後の 2008 年 10-12 月以来の下落率(21％)を記録した。企業の資金調

達懸念から、債券市場では中央銀行の大規模緩和の購入対象如何で選別される動きも出て

いるようだ。市場の混乱が日本企業にも大きなインパクトを与え、株式の評価損、年金運用

の悪化の心配も出ている。 

  

  出所：日経 2020.4.1 
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世界の株式時価総額は、新型コロナ

ウイルスの感染拡大で 3 月 9-13 日

間の 1 週間に約 10 兆ドル(約 1082

兆円)減少した。特に感染が急拡大す

る欧州で株価が急落した。 

3 月 13 日時点で、世界の時価総額は

約 68 兆 9000 億ドル、過去最高だっ

た 1 月 20 日の 88 兆ドルと比べ 19

兆ドル(約 22％)減った。WHO がパ

ンデミックを表明、米国は欧州から  

   出所：日経 2020.3.15                  の入国を禁止した。 

 

米国株式市場 

  

   出所：日経夕 2020.3.25                 同 2020.3.17 

3 月 16 日米ダウ工業株 30 種平均が過去最大の 2997 ドル安を演じ、2 万 0188 ドルに急落

した。3 月 12 日記録した過去最大の下げ幅(2352 ドル)を塗り替え、一時 3000 ドルを超え

た。取引開始から 2000 ドルを超える下落となり、米国株の取引は一時中断された。ダウ平

均は 2 月の史上最高値からの下落率は 31％に達した。 

消費財、エネルギー、小売関連が大幅安を先導した。 

11 月に行われる米大統領選挙にも重大な影響

を与える株式市場の動向をトランプ大統領就

任後の動きで見ることにする。 

3 月 20 日のダウ工業株 30 種平均は急落、前日

比 913 ドル 21 セント(4.54％)安の 1 万 9173 ド

ル 98 セントで引けた。週間下落率は 17％を超

えリーマン・ショック直後の 2008 年 10 月以来

の大きな下げを記録した。ダウ平均はこの日、  

  出所：日経 2020.3.21   終値ベースでもトランプ大統領が就任した 2017 年 1 月 20 日
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(1 万 9827 ドル)を下回った。 

そして 3 月 24 日ダウ平均は反発、前日比 2112.ドル 98 セント(11.4％)高の 2 万 704 ドル

91 セントで引け、上げ幅は過去最大となった。背景には米与野党が経済対策で合意すると

の観測が広がり、投資家の安心感が出た模様。上げ幅はこれまで過去最大だった 3 月 13 日

の 1985 ドルを大きく上回った。上昇率で見るとリーマン・ショック後の 08 年 10 月につけ

た値(11.1％)より大きく、1933 年 3 月以来、83 年ぶりの大きさとなった。 

 

日本市場 

東京市場も記録尽くめの展

開となった。特に急落場面

ではウオール街の影響は避

けられず、記録的変動を呈

した。元来出来高に占める

外国人投資家のシェアーが

高く、また銘柄により外国

人の持ち株(持ち株比率)が

極端に多い銘柄もある。更

に彼等はドル等の外貨ベー 

出所：日経 HP       スで投資するため、ドル円レートにも敏感に反応する。ヘッジ

ファンドが巨額な資金を運用するため、日本国債にも関心が高い。プログラム・トレイディ

ングの手法を活用することから値動きが両極端に走りやすい。日経平均が急落する場面で、

個人投資家がネット取引に関心を示し、ネット証券での口座開設増がメディアでも取り上

げられた。 

需要面で注目される動きは自社株買いだ。企業が内部留保資金を使い、この急落場面で買い

を入れている。また日銀による ETF は以前から株価下支えの柱の一つだが、更なる金融緩

和策のため買いを入れている。 

新コロナウイルス感染(パンデミック)は、実態が更に世界規模で悪化するようだと国体、社

会制度、産業、企業などに世紀の構造的変革を突き付けることになる。 

その意味では従来型の投資(含投機)戦略ではなく、そうした構造変化を捉えた先見性を待た

せた戦略が求められる。大変チャレンジングなことだが、暫し立ち止まり自分なりの銘柄選

別戦略を立て投資チャンスを伺うのもストレス解消に役立つかもしれない。 
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ドル名目実効レートで 34 年ぶりの高値 

  

3 月 19 日、外為市場でドルが 34

年ぶりの高値を付けた。新型コ

ロナウイルスの感染拡大を受け

企業や金融機関の間で基軸通貨

のドルを確保する動きが加速し

ているため。ドルの調達難は信

用収縮を深める恐れがある。  

 出所：日経 2020.3.2          同左  膨張するドル債務が新興国経済にも影響

を及ぼすことになる。 FRB は 3 月 19 日、新興国にもドル資金を供給することを決めた。 

 

石油市場 

3 月下旬、石油市場が過去 30 年間超で最大

の供給過剰に見舞われる公算大に。OPEC と

ロシアなど主要産油国の減産協議が決裂、今

後サウジアラビアなど産油国が増産に踏み

切る見通し。4-6 月期は世界需要の約 5％分

の余剰が発生する見込み。3 月 20 日には一

時 1 バレル 20 ドルを割り込んだ。更なる下

落の可能性も出てくる。 

  出所：日経 2020.3.22   米国のシェールオイルの開発・生産を手掛けるホワイティング・

ペトロリアムは 4 月 1 日、連邦破産法第 11 条の適用を裁判所に申し出た。   

4月 7日緊急事態宣言に盛り込まれた緊急経済対策 

  

  出所：日経 2020.4.7            同夕刊  
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政府は昨年 12 月海外経済の下振れリスクに備える経

済対策を纏め 2019 年度補正予算に計上したばかり。

今回はオンライン診療など規制緩和策関連も含まれる

点は特記される。注目すべきは今回事業規模では超大

型になるが、景気の直接的押上げ効果は｢真水｣と呼ば

れる財政出動の規模に負うところが大。その規模に注

目したい。安倍首相は 4 月 7 日の政府・与党の政策 

懇談会で財政支出が 39 兆円と過去最大になると述べ 

 出所：日経 2020.4.7       た。リーマン・ショック後の 09 年 4 月麻生政権がまと

めた経済対策では真水が 15.4 兆円だった。 

休業とその補償に関する国と都のスタ

ンスの違いが鮮明になってきた。都は宣

言が出る前から独自の休業要請案を作

成していた。これが政府サイドの知る処

となり、国は先手を打った。宣言直前の

7 日夕に 7 都府県へ｢休業は外出自粛の

効果を見極めてから求める｣と連絡した。

宣言と同時に、国は 3 月 28 日に作成し

た政府の基本的対処方針も改定した。

｢都道府県による施設の使用制限の要

請・指示は、外出自粛の要請の効果を見

極めた上で行う｣と新たに書き加えた。

改訂版は｢緊急事態宣言時に事業の継続

が求められる事業者｣と題した文書も添 

出所；日経 2020.4.9              付した。西村氏は 4 月 7 日、東京都に

休業要請を 2 週間先送りするよう求めた。東京都は 7 日夜、休業要請の公表を見送り、10

日の発表を目指すと決めた。  

全国知事会は 4 月 8 日、新型コロナウイルスに関す

る緊急事態宣言を受けた対策本部会を開いた。経済

への影響を抑えるため、イベント中止や休業要請に

応じた企業への損失補填を国に求める緊急提言をま

とめた。当該 7 都府県の知事は外出自粛などを徹底

する方針を表明。対象地域外の知事も含め感染拡大

防止には広域連携が必要との認識で一致した。 合

わせて①対象地域から域外への移動自粛②入院医療

提供体制の整備③地方が柔軟に使える財政支援制度  
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  出所；日経 2020.4.9          の創設④風評被害や差別意識の排除も国に要望した。 

 

各国中央銀行の資金供給策 

米国：FRB の緊急資金供給には投資不適格(ジ

ャンク級)とされる信用格付けの社債購入まで

入る。これまでにも格付けの高い社債を買い付

けている。米格付け大手 3 社による格下げは、

今年既に S&P グローバル・レーティングによ

ると 17 社と、昨年 1 年の合計に並ぶ。フォー

ド、百貨店大手のメイシースなども含まれる。 

同時に 6000 億ドルを限度に一般企業に間接融

資する措置も打ち出した。民間銀行がいったん

は融資するが、FRB がその 95％を買い取る仕

組み。08 年にもなかった全く異例の措置。見方

を変えると、FRB の責務が伝統的な金融システ

ムの安定から、コマーシャル・バンキンクに似

た産業金融にまで一時的に拡大したことにな

る。 

 出所：日経 2020.4.11 

英国：中銀は 4 月 9 日、英政府に短期資金を融通できるようにする、と発表した。英政府は

休業者に月 8 割保障を計画、財政支出の大幅増が見込まれ、政府が国債市場を通さず迅速

に資金手当てが出来るようにする。 

欧州：ユーロ圏各国が 4 月 9 日、3 日にわたる協議の結果、最大で 5400 億ユーロ(約 64 兆

円)規模の経済対策を講じることで合意した。 

新型コロナウイルス対応等の自衛隊の役割・能力 

＊災害派遣命令； 

 クルーズ船｢ダイアモンド・プリンセス｣の乗客支援(自衛隊の医療班は隊員に一人も感染

者を出すことなく役割を果たした)や邦人の帰国ラッシュの水際対策 

＊自衛隊は都庁をはじめ、必要な都道府県に連絡員を派遣している。知事の派遣要請があれ

ば対応できるか検討するとしている(4 月 6 日河野防衛大臣)。 

＊小池知事の要請を受け、自衛隊員約 10 名の派遣を決めた。都が借り上げたホテルなどに

滞在する軽症者らに食事を届ける生活支援。北海道に連絡員を置き、宮城県、長崎県など

からの派遣要請には PCR 検査支援や患者の搬送にあたった。 

＊羽田や成田空港からの帰国者向けには PCR検査の結果待ち施設として防衛省共済組合が

運営するホテルを提供。同省近くのホテルグランドヒル市谷で、4 月 6 日から約 140 室に

最大 210 人を受け入れる。 
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＊自衛隊の災害派遣は自衛隊法 83 条に基づく。主要任務の国土防衛に支障のない範囲で実

施する「従たる任務」。緊急性・公共性・非代替性が派遣の要件。外国の軍のように病院

建設などは民間でもできるので非代替性の要件を通常は満たさない。 

 4 月 5 日現在、医官ら約 270 人が帰国者から PCR 検査の検体を採取したり、帰国者を空

港から 2 週間停留する宿泊施設に輸送したりする支援にあたる。 

＊外国の事例(出所：日経 2020.4.7 要点抜粋) 

・米軍；コロナ対応は主に被災者を国家レベル

で救済する法律(スタフォード法)に基づく。 

海軍の病院船｢コンフォート｣の活用。船内に

1000 の病床と 12 手術室を持つ。感染症の病床

不足が深刻な市内の病院に代わり、コロナ感染

者ではない一般患者を受け入れる。もう一隻の

病院船｢マーシー｣も 3月末にロサンジェルスに

派遣した。 

・フランス：仏軍を中心に東部のミュルーズに仮設病院を設置した。 

・英国：軍は新型コロナウイルス対応する部隊を設置。ロンドン東部で医療施設の建設支

援、孤立集落の患者を医療機関に運べるヘリコプターも配置した。 

・オーストラリア：国外から帰国した人の行動を監視するのに軍を活用。自宅での自主隔

離を義務付けられている帰国者の中に外出する人も一定数いる。街中に軍を派遣しル

ールを守っているか確認する。 

中国事情 

 

出所：日経 2020.2.8 
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マスクなど医療品外交：出所日経 2020.4.6 

  

 中国、120 カ国送付、米国買い占め、欧州警戒、批判強める。 

・GDP 初の四半期マイナスへ 

中国国家統計局が 4 月 17 日発表した 2020 年 1-3

学期の GDP は実質で前年同期比 6.8％減だった。

19 年 10-12 月期(プラス 6.0％)から大きく落ち込

み四半期の成長率としては記録がある 1992 年以

降で初めてのマイナスとなった。感染拡大で 1 月

下中から 2 月に経済活動を全面的に停止した影響

によるもの。 

   

 

米国事情 

・景気対策：出所日経 2020.4.6 

新型コロナウイルス感染の拡大に歯止め

がかからない中(4 月感染者 30 万人、死者

8500 人)、早くも 4 月中の追加対策の検討

に入った。 

 

 

 

 

 

 

・3 段階の経済再開 
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トランプ大統領は 4 月 16 日の記者会見で感染者

の少ない地域から経済活動の再開を 3 段階で進め

る新方針を発表した。地方政府が指針を基に飲食

店や学校の再開を決める。3 月中旬から呼び掛け

てきた厳しい外出制限の緩和を初めて認めるが、

懸念の声も多く、どこまで経済が戻るか不透明。 

  

出所：日経夕 2020.4.17 

 

第三章 社会問題 

生計・休業問題 

コロナ禍も第 2 波に入ると生活に直結した事業活動の急落や停止に起因した深刻な社会問

題が出現する。そのため各国政府は非常(緊急)事態宣言の緩和乃至は解除を最優先する傾向

が浮上する。感染症、経済問題、社会問題を目標、プロセス・シナリオを示し、優先順位を

明確にしてこの国難に対処するのが政治の責任だ。これは民主主義政治制度の下ではノー

マルな展開だ。 

国会論争・野党提案等にも十分配慮した政権・国会機能の充実と実行が望まれる。 

カスタマーハラスメント(カスハラ)問題 

 新型コロナウイルス感染拡大が続く中、顧客が理不尽な要求・クレームをつけたりするカ

スハラが社会問題になりつつある。特に品薄・売り切れが続くマスク・消毒液などを扱う

ドラッグストアー、スーパーマーケット、ホームセンターなどの現場で悲鳴も。問題の長

期化で従業員が体調不良などのストレスを起こす事態や人手不足など、企業の対応が注

目されている。 

外出自粛・休校などの影響 

 児童虐待、ドメスティック・バイオレンス(DV)、別居・離婚などの深刻化と相談増 

深刻化する教育現場 

 長引く休校、オンライン教育上の課題(設備、格差、資金不足など)、学生・生徒の心のケ

ア―、授業料・生活費、進学、部活、就活など課題が山積。 

緊急医療の拒否 

 緊急患者の搬入拒否が急増中。最近の例では 80 代の患者を収容、救急車が搬入先病院を

探すもどこでも受け入れを拒否され、9 時間後、40 キロ先の病院にようやく搬入された。 

インフォデミック：出所日経 2020.4.6 
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新型コロナウイルス感染対策上の法規の壁 

感染拡大で医療機器・器具などの不足・逼迫で

需要が高まる中、日本では異業種の参入が進ま

ない。現行の医療機器規制の下では新規事業者

の製品認可は 10 カ月以上かかり、リスクも読

めないためだ。トヨタ自動車など自動車業界が

既存メーカーへの協力を発表したが、自らの生

産には関与していない。 

各社が二の足を踏むのは、これまで機器の徹底

した安全管理に主眼を置いた厳格な規制がある。

国内で医療機器を製造・販売するには医薬品医

出所：日経 20204.11           療機器法に基づく審査がある。課題の人工呼吸

器に関しても事情は同じ。最低 6 カ月以上の審査期間が必要。新規参入の場合、製造許

可、工場設計などの審査項目も多く、10 カ月以上を要する。 

 欧米に比べそのハンディキャップは明白だ。 

日本居住外国人への対応 

わが国には現在一般永住者、留学生、特別永住者、技能実習生など凡そ 270 万人が暮らす。 

平時から様々な課題、対応等に関し政府・自治体・その他関係者が尽力しているが、今回の 

新型コロナウイルス感染の非常事態に当たり、更なる緊急対応が求められる。 

官庁・地方自治体でも各種広報を活用、多言語による HP、電話相談に応じている。医療に 

加え雇用・休業要請などの面で支障が出ないよう同程度の対応が望まれる。 

メディア(TV、新聞、雑誌等) 

情報源の多様化(内外)、専門家・当事者・市民の立場・声等を総括し、難問・回答を追跡、

当局をも動かそうとする姿勢は評価される。 

東京都知事 

東京オリンピック・パラオリンピックの開催延期が決定した後の小池知事は迅速かつ果敢
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に課題に挑戦、新型コロナウイルス感染拡大阻止と経済・社会問題を率先して、政府との折

衝や全国知事会も巻き込み都民のために行動したことは評価される。 

米海軍で新型コロナ感染拡大 

 原子力空母で感染が相次ぎ、空母セオドア・ルーズベルト(船員 4800 人)では 200 人超に

拡大、事実上の任務停止に追い込まれた。トーマス・モドリー海軍長官代行が 4 月 7 日

辞任に追い込まれた。現在グアムに停泊中で、全ての船員を検査し、船内を消毒する必要

から長期間稼働できない恐れもある。別の 3 隻の空母でも感染者が出た。 

中国でアフリカ人差別：日経 2020.4.15 

 ｢アフリカ人はいないよ。みなホテルに隔離された｣。中国広東州広州市、同国内でアフリ

カ人が最も多く暮らす言われる通称｢アフリカ街｣を 4 月 13 日訪ねると、検温をしていた守

衛がこう明かした。広州市政府によると、市内に居住するアフリカ人約 5 千人。この日はア

フリカ系の姿は一切見かけなかった。発端は 4 月上旬、同地区にいるナイジェリア人 5 人

が新型コロナウイルスに感染したこと。外食先だったレストラン従業員にも感染者が出て、

ネット上で｢千人以上のアフリカ人が感染している｣とのデマが広がり、飲食店への出入り

を断られたりするケースが相次いだとされる。アフリカ各国は抗議を強めた。 

 

むすびにかえて 

既に感染拡大がピークアウトし、或いはそれを見越して、経済・産業・生活の再建・復興政

策の導入に着手した国々も出て来た。我が国は周回遅れの感もする。これからがこの国難に

国の総力を挙げ打ち勝つ重大な局面だ。 

既に日本は国内外から多くのことを学んだ。情報も智慧も習得、オプティマル・モデルも見

えてきた感がある。勇気と団結心を持ち、強靭なリーダーシップの下、危機意識を高め、最

先端技術力を賢明に駆使、日本の位相を確かめ、前進する時が来た。 

そして劣化の進む医療インフラの再構築・強靭化と持続可能なロジステックスの強化が喫

緊の課題である。その為最大級の公的資金投入が直ちに行われなければならない。 

63 年の米国留学時、授業中悲報が報ぜられたケネディー大統領の演説が思い出される： 

・Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. 

・Forgive your enemies, but never forget their names. 

そしてまた、黄熱病の研究で有名な、若き日の野口英雄が、1900 年初めて渡米、ペンシル

バニア大学医学部に職を得て、細菌学の研究に没頭した同じ大学のキャンパスを散策した

ウォートン時代が懐かしく蘇る。 
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参考資料 

東京都の地域別感染症に関する日々の情報(出所：東京都 HP) 

 

これらの情報提供は 4 月 1 日スタート(この時点で調布は 1 人)。時に一日遅れとなるが、

毎日チェック、家庭での新コロナウイルスに対する危機意識の喚起と外出自粛行動等に活

用している。特に周辺の自治体、京王線沿線の地域情報も貴重。残念ながら検査件数が不明。 

言葉の力 

＊戦国策から 

百里を行く者は、九十を半ばとす 

＊デュマの｢三銃士｣から 

 One for all, all for one 

＊アフリカ由来の言葉 

 急ぐなら一人で行け、遠くに行きたいなら皆で行け 

＊トーマス・カーライル：  

 ｢この国民にしてこの政府あり｣(元は 19C イギリスの修道士の発言) 

 ｢杓子定規なお役所仕事｣(レッド・テープ) 

＊海軍兵学校の訓戒｢五省(ごせい)｣     

至誠に悖(もと)る勿(な)かりしか 

  言行に恥づる勿(な)かりしか      

気力に缺(か)くる勿(な)かりしか 

  努力に憾(うら)み勿(な)かりしか    

無精に亘(わた)る勿(な)かりしか   (了) 


