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新たな展開を見せる新型コロナウイルス(COVID-19)禍の考察   2021年 2 月 7 日 

                                 山 本 利 久 

はじめに 

これは昨年 4月の｢新型コロナウイルス(COVID-19)禍の考察｣の続編である。この間様々な

展開を見せながら感染拡大・影響・対応が人類への挑戦であるかの如くグローバルに展開し

ている。異変種・医療インフラの切迫・ワクチン接種・政府・自治体の新たな対応・経済・

社会活動への影響など新局面を迎えたコロナ禍を改めて考察することにした。 

急増する感染拡大 

12 月 20 日に 2495 人の新たな感染者が確認され、累計総数は約 19 万 9800 人となり、20

万人の大台に迫ってきた。感染者の累計が 5 万人を超えたのは 8 月上旬(第 2 波)で、10 万

人を突破したのはそれから僅か 3カ月後の 10 月末だった。そして 12 月 1 日には 15万人に

達し、その後約 3週間で 20 万人に迫るハイペースだ。一方これまでに約 16万 5000 人が退

院・療養解除となった。その後については下記の表を参照。 

 

出所：上下とも厚労省 HP 
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基本的課題 

保健所の役割：後述の保健所のルーツ(p.23)を合わせ参照 

＊厚労省・自治体・保健所の煩雑な関係：指揮、役割・報告・責任体制等 

＊煩雑で多岐な所管業務と恒常的人材・資金不足。政府の計画では、22 年度中感染症担当

の保健師 1.5 倍(2700 人)へ。自治体が雇用する人件費を国が支援する。 

＊コロナ対応で一般業務に支障も 

 総務省によると 19 年 5 月時点で保健所に勤務する保健師は全国で 7000 人程度、うち

1800 人が感染症専門の担当。 

＊1989 年(平成元年)の 848 から 2020 年の 469 への保健所削減と医療制度改革 

病院(国・公立等)の統廃合計画と課題：新型コロナウイルス感染時と重なった 

PCR 検査：クラスター追求型対検査拡大方式 

＊広島県：複数人同時検査(プール方式)で迅速化、1カ月 28 万人 

 県は 1 月 29 日、広島市中心部４区の住民や就業者を対象に任意の大規模 PCR 検査の実

施を公表した。対象者約 70万人のうち４割に当たる２８万人程度が検査を受けると想定、

2 月中旬から１カ月程度で行う。事業費は約 10 億円。 

 県の検査能力(県外機関を含む)を５割引上げ、１日当たり最大 8,000 人分を調べる。 

＊試薬、国内生産 8倍へ：以下日経 2021.2.2 からの抜粋引用 

 タカラバイオは新型コロナウイルス感染の有無を調べる PCR検査用試薬について国内の

生産能力を現行の 8 倍の月産 800 万検体分へ今夏にも増産する。政府も補助金などで支

援する。国内では 1 日当たりの PCR 検査数は保険適用されない格安 PCR などを含める

と約 15 万検体あるとみられる(上記表では約 14 万)。PCR 検査機では世界首位のスイス

のロシュが試薬を合わせて供給するケースが多く、米のサーモフィッシャサイエンテイ

ッフィク含めると欧米勢が相当のシェアーを持つと言われる。 
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＊椿本チエンと東洋紡：PCR 検査｢1 日 1万人｣供給へ 

 両社は 2 月 2日、新型コロナウイルスの感染有無を自動で調べられる PCR 検査装置を 6

月をめどに実用化すると発表した。5 人分の検体を混ぜて一度に検査する｢プール方式｣。 

＊日本のベンチャーPPS社(松戸)と仏エリテック社が共同開発した全自動 PCR検査システ

ム(OEM 方式)の提供、駐日フランス大使から感謝状。国内は岩盤規制で活用できず。 

＊保険適用外 

 検査体制の不備・不安増幅などから職場・地域・自費などでの検査も進む。 

政府の姿勢と内閣支持率の推移 

 

出所：日経 2021.2.2                 同 2021.2.1 

菅内閣の新型コロナウイルス感染再拡大への対応に国民の厳しい目が注がれる。指導力不

足、政策の失敗(緊急事態宣言の遅れ・go to トラベル等)、団結力の弱体等に世論が厳しい。

｢首相プレミアム(内閣支持率－自民党支持率)は昨年 12 月が 0 ポイント、今回は－1ポイン

ト、政権発足当初は 22 ポイントだった。尚｢現行の緊急事態宣言｣延長は 9 割が支持。 

新政権発足時の自民党内での組閣駆け引き、派閥力学、人気度、支援体制、新型コロナウイ

ルス感染拡大(第三波)期に遭遇等の不運も影響か。秋の総裁選に向け、第二次緊急事態宣言、

法改正、ワクチン対応など、如何に成果を上げるか挙党体制強靭化が問われる。 

逼迫した医療体制 

出所：日経 2021.1.10 

補足情報に関しては、後述の｢新型コロナウイルス

感染急増で問われる日本医療の実力(体力)とビジ

ョン｣p.14 参照 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ワクチン 

 

先行する米バイデン政権と海外諸国の接種状況 

 

出所：日経 2021.1.23 

課題 

その要因は様々で、報道によると①有色人種間の

ワクチンに対する不信・躊躇②医療システムに対

する不信感③接種予約上のインタ―ネット環境

の不備④情報不足など。米調査機関ピュー・リサ

ーチ・センターが 2020.12 に公表した調査では、

ワクチンを受けたいと回答した人はアジア系 

  出所日経 2021.1.1 夕          83％、白人で 61％、黒人は 42％にとどまった。 

 
出所：日経 2021.1.28 
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筆者注記： 

①ファイザーは独ビオンテック(CEO はトルコ系)との共同開発：2 回目の接種は 3 週間後。 

②mRNA：メッセンジャー(伝令)RNA ワクチン；新しいタイプ(リボ核酸：ribonucleic acid) 

③アストラゼネカに関する疑義等：ドイツ当局は 1 月 28 日、｢18～64 才のみ｣ワクチンの使用が推奨され 

るとした。英独は供給量に関して紛糾したことも原因か(詳細は後述)。一方 EU の欧州医薬品庁(EMA) 

は、翌日の 29 日これを条件付きで承認し、65 代以上でも効力が期待できるとした。2 回目は 4～12 週 

間後となる。治験での有効性は 59.5％、通常の冷蔵庫で保管可能。尚これはオックスフォート大との共 

同開発製品。 

④トランプ前大統領の治療薬；一部報道によると、その迅速な快復(職務復帰)は法外な治療薬によるのか。   

 詳細は p.23 ｢新型コロナウイルス関連｣を参照。 

その他の製造・供給・開発途上等 

＊中国・ロシア・インド：pp15-16参照 

＊日本：   

＋アンジェス：遺伝子医薬品開発、資本金 132.9 億円、1999 年設立、2002 年マザーズ上 

 場。前回レポート pp.15.16 参照。 

  DNA ワクチン(COVID-19)；第Ⅱ・第Ⅲ相で臨床試験実施中。  

 ＋JCR ファーマ； 資本金 90億円、医薬品などの製造・販売・輸出入 

  1975 年 日本ケミカルリサーチ株式会社設立 

  2009 年 グラクソ・スミスクライングループと提携 

  2011 年 東証 2部上場 

  2013 年 同 1 部指定替 

＊米メルク：開発中止 補足はイベルメクチンとの関連で後述。 

＊米ジョンソン＆ジョンソン：1月 29日、開発中のワクチンの有効性が接種 1 回で 66％だ

と発表、2 月 4日米食品医療品局(FDA)に緊急使用を申請した。承認されれば米国で 3 番

目となる。 他のワクチンが 2回接種を求めるのに対し、1 回だけで済み、且つセ氏 2～8

度での保管が可能。 

＊仏サノフィ/英GSK: 未承認 

＊独キュアバク(新興企業)mRNA：未承認。既に EU と 4億 5000 万回分の契約を結んでい

る。独医薬・農薬大手のバイエルは、2 月 1 日このワクチンを生産すると発表した。 

＊スイスのノバルティス：他社製品の生産に参画中 

モデルナ； 

＋変異種対応治験： 

  英国と南アで確認された変異種にも基準を満たす効果がみられたが、後者について相

対的に効果が低くなるという。 

 ＋効力評価； 

＊英国政府：承認し、第三のワクチンとなり、より柔軟のワクチン供給を狙う 
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 輸送時保管時マイナス 20度程度。 

課題の多い日本のワクチン接種事情 

＊供給量等：2 月 4 日の衆議院予算委員会で｢出

来る限り丁寧な情報提供を速やかに行う｣と述べ

たが、一般向けの接種や国民全員分の確保の日程

は明らかにしなかった。日本政府がファイザーと

結んだ契約に関して、1 月 20 日の正式契約では

日本への供給時期が｢21年内｣とされ、20年 7月

発表時の｢21年上半期｣という文言が消えた。 

＊輸入 7 割、国内生産出荷は 5 月。 

＊医療関係者不足 

 

第三波 

世界で感染拡大・死者数急増 

  

             出所：日経 2021.1.27 夕 

日本の事情 

2018 年          2020 年 

コロナ感染者                  約 23 万人 

死者                      3500 人超 

インフルエンザ死者  3325 人 

医療用マスク(N95)：第三波で再逼迫、国内生産増加 

＊ユニ・チャーム 

 今春から新規参入；月産 100 万枚でスタート、増産も視野に。 

＊興研：1 月の生産枚数を 40％アップの 200 万枚に増やす。 

＊日本バイリーン；3月までに生産量をお 10％アップに。 

政府目標 

3 月末までにN95 を昨年春から累計 8000 万枚の調達を目指すが、実績は 2651 万枚に留ま

る。 



7 

 

＊日本衛生材料工業会によると、昨年末の国内メーカによる N95 の供給能力は月 1500 万

枚(コロナ以前は 55万枚)。増産効果や輸入を合わせると月 2000 万枚とみられる。 

治療薬 

①イベルメクチン(抗寄生虫薬)：東京都は治療効果を調べる治験を都立・公社病院で実施す

ることで検討中。これは 2015 年ノーベル生理学・医学賞を受賞した北里大大村智特別栄

誉教授が開発した。詳細は後述。 

世界並びに国内の状況：2021.1.11(世界)     2021.1.10(国内) 

 

出所：日経 2021.1.11 

変異種の登場 

 

出所：日経 2021.1.24 
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緊急事態宣言再発令(2021.1.7) 

 

出所：日経 2021.1.8            同 2021.1.6 

追加発令(2021.1.13)：大阪・兵庫・京都・愛知・岐阜・福岡・栃木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：日経 2021.1.13 夕 
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＊特措法・感染症法・検疫法等改正案の検討： 

時短営業(22 都道府県)拒否なら過料も、議 

論呼ぶペナルティー(民事・刑事)問題。 

pp.16-17 参照。 

 

 

 

 

 

 

図の出所：日経 2021.1.9 

関連法令の改正動向とワクチン接種管理の模索 

 

ワクチン接種には様々な未知の課題が山積する。川崎市では実際を想定した訓練も行われ

た。接種を受ける側、行う側の人数がこれまでに経験したことのない人数だ。ワクチンの種

類(現行は 3種)により、取り扱いが異なり、2 回目がある。その間隔もまちまち。有効性の

比率も異なる。そこにはワクチンの選択基準の問題も生じる。化学的知行に沿った対応が不

可避だ。 
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ワクチン配送業者の選定：各自治体に 1社 

厚労省は新型コロナワクチンを配送する医薬品卸 40 社を選定した。 

 

変貌と後進性を孕む日本社会： 

―世代・家族・働き方・価値観・デモグラフィー(人口減少)・デジタル社会・現状維持等 

①COCOA(COVID-19 接触確認アプリ)の活用と課題：デジタル分野で遅れの目立つ我が国

で、又機能不全が生じた。厚労省は 2 月 3 日、グーグルの基本ソフト｢アンドロイド｣を

搭載したスマホでは感染者と接触しても通知されていなかったと発表した。2 月中旬をめ

どに解消を目指す。同じく感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)も不完全。 

②大学入学共通テスト実施・評価上の課題  

③学校教育の課題：器材・環境・スキル等に於ける様々な較差 

④働き方・企業経営への影響・社会との関わり方：コミュニケーション 

⑤家族の在り方と社会・SNS・規制・セキュリティー問題等 

 

経済・金融分野 

景気動向 

 

出所：日経 2021.1.27 

米国 

 

民主党・共和党政権下で長期にわたる経済格差・社会分断を引きずる米国社会。 
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金融市場 

問われ続けるドルの理論

値・実勢と米の為替・貿易

政策。人民元を含む新た

な国際基軸通貨論争も。

pp.19-21 参照。更に実証

実験が始まる中銀デジタ

ル通貨(CBDC)の利便性・

経済活動への循環、新興

国で急増するモバイル金融と将来展望、米の国際課税ルール協議への復帰等が注目点に。 

証券市場：世界的に急上昇後の波乱含みな展開 

NY市場 

 

2 月初週の米国市場はバイデン大統領の 1兆 9000 億ドル経済対策の行方を睨む展開に。 

上院は 50 対 50 と拮抗しているが、民主党の中には反対意見も聞かれる。 

市場には高値警戒論も上昇中。株安への警戒を映す VIX(Volatility Index/恐怖指数)が急上

昇した(上記図表の出所：日経 2021.1.31)。ゲームストック株一時前日の２倍超に、1 月 28 日取引

制限を導入したスマホ証券ロビンフッド・マーケッツに２９日制限緩和で、個人投資家の資

金も流入か。ゲイム感覚で金融派生証券に投資する経験の少ない個人投資家が法外なリス

クに晒されている。同じくビットコインなど暗号資産(仮想通貨)に SNS(米レデイツト)経由

の情報が乱れ飛び市場の在り方(スマホ証券・若年投資家・情報開示・監視・規制など)に大

きな課題を突き付けた。カーボンゼロも目指す国際環境下、自動車株にも格差が広がる。 
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ナスダック総合指数 出所：Kabutan  

 

昨年 1 年間で世界の主要株式市場で最も上昇したのがこの米ナスダック総合株価指数の

43％高。NY ダウだけ見ていると、成長産業、時代の最先端を走る企業動向を見失う恐れが

ある。 

東京市場：  

日経ダウ平均株価動向に加え、日本の産業動向・個別企業の分析(成長産業・最先端を走る

AI&IT・ワクチン開発・国際比較等)更に支配的な影響を持つ海外投資家動向(持ち高・売買

高等)に注目が欠かせない。 

日経ダウ平均 

 

出所：日経 HP2021.2.1 

マザーズ総合指数・年足 出所：楽天証券 

 

日経ジャスダック・年足 出所 Kabutan 
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台湾加権指数：出所；SBI証券 HP 

 

上海総合指数：出所；SBI 証券 HP 

 

韓国・KOSPI(韓国総合株価指数) 図表の出所；Yahoo Finance 

 

昨年 1 年間で米ナスダック総合指数に次いで 40％の上昇を見せたのが KOSPI だ。 

1997-8 年の通貨危機(日本も支援)では最悪期 300 を割り込んだが、今や 10 倍以上に上昇。
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サムソン電子の時価総額は円換算粗 50 兆円、日本最大のトヨタ自動車の 2倍に達した。 

新型コロナウイルス感染急増で問われる日本医療の実力(体力)とビジョン 

＊ 

 

出所：日経 2021.1.23 

 

出所：東京都 HP 

課題 

①自宅治療患者の医療支援体制強化とその早期解消 

②入院・療養等調整中患者支援とその解消 

③緊急搬送患者の受け入れ態勢の迅速な改善 

④感染症対応への制度設計と人材・資金供給 

⑤通常入院・外来患者への適切な医療行為の提供 

海外事情 

＊米国 
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 ＋バイデン大統領は 1月 26日全国民約 3億人に対し夏までにワクチンを供給する目標を

発表した。異変種急拡散に備え 2億回分を追加発注し、ワクチンによる収束を計る。 

＊イスラエル 

イスラエルの特殊事情： 

日経(2021.1.27)によると、イスラエルは人口

あたりの累計接種回数が 42.3 回となった。

背景には｢準有事｣と位置づけて軍が新型コ

ロナ対策の前面に立っている。 

 

 

 

 

＊英国 

英国の新型コロナウイルス感染は、変異種の

登場で最悪のペースで急増している。今や感

染者数はロシアに迫る 300 数十万人、死者

の数は 10 万人を超えた。政府の対応が遅れ

有効な対策が取られていないとの批判が続

く。昨年は EU 離脱問題を抱えたが、現在は

離脱後の新たな難問を抱えてのコロナ対応

だ。報道で知る限り、英国民・市民の協力が

鍵になりそうだ。表の出所：日経 2021.1.29 

 

 報道によると、英国政府は感染の弱まった 20 年の初夏から携帯電話のアプリによる通知

や本人への直接連絡で感染者やその疑いがある人に自己隔離を求めるシステムを段階的

に導入した。だがロンドン大キングスカレッジの調査によると、濃厚接触などによる感染

の疑いがあると通知された人のうち 2週間自己隔離した人は僅か 11％だった。 

 日本が導入した新型コロナウイルス接触確認アプリ (COCOA=Contact-Confirming 

Application)の事情に類似している。国民性か、活用方式に課題があるのか注目される。 

＊WHO： 

 ＋新型コロナウイルスの発生源を調査するため、中国湖北省武漢市に派遣された WHO

の国際調査団は 1月 29日本格的調査に乗り出した。中国側との対面協議を始め、今後

2 週間に亘り市内にある市場や研究所を訪問する。 

 ＋COVAX 

＊中国・ロシア製ワクチン供給 
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背景 

・米欧大手製薬会社のワクチン供給の遅と、先進国が  

豊富な資金で、米欧製の個別の調達契約を競う。 

・WHO テドロス事務局長の警告、｢ワクチンを共有

しなければ新型コロナ感染は止まず、世界経済の回復

もかなり遅れる｣、途上国へのワクチン供給では、

WHO などの主導で共同購入したワクチンを公平に

分配する国際枠組みがワークしていない。 

・表以外にもセルビア、ハンガリーでも中国製のシノ

ファームを承認、接種が始まった。 

  ・ワクチンの取り扱い方式の容易さ・コストも関係しているようだ。 

＊ロシア製ワクチン｢スプートニク V｣、91％の効果確認 

 英医学誌ランセットは 2 月 2日臨床試験(治験)の最終段階で 91.6％の効果が確認された 

とする論文を発表した。 

                                         

緊急事態宣言の延長と関連法規の改正 

政府は 2月 2 日、先に発令していた緊急事態宣言の延長を決めた。栃木県を除く 10 都府県

は 3月 7 日まで 1 カ月延ばす。 

 

出所：日経 2021.2.3               同 2021.2.2 

＊時短はステージ 2 まで段階的縮小 

＊Go Toも停止延長 

＊重症者・死者高止まり、軽症・中症から他の医療施設への転院に課題 

＊自宅療養・入院/療養等調整中の患者急増、緊急搬送受け入れ不可に医療体制の逼迫化が
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深刻な問題に 

 

出所：日経 2021.1.30                 同 2021.2.4 

日本経済研究センターの予測(日経 2021.2.2) 

＊感染状況がステージ 2 に収束するまで延長した方が医療や経済の中期的な恩恵が大きい 

との試算をまとめた。 

＊政府が目安とするステージ 3 で解除すると、夏に再宣言に迫られて経済が失速しかねな 

いと分析している。 

改正特措法等：上記の右表参照 

＊施行は 2 月 13 日、成立は改正特別措置法・改正感染症法・改正検疫法。平時から適用 

＊宣言時に近い対策を知事に認める｢まん延防止等重点措置｣を定めた。 

＊保健所が過料を科すか否かを判断するのは難しいので、厚労省が指針や具体例を示す。 

＊知事は時短営業を要請し、宣言時には｢命令｣も出せる。 

今回の関連法規の改正で都道府県知事の対応がどの程度有効に働くのかも注目したい。 

参考資料：政府のコロナ対策分科会の提言等 
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変異型対応ワクチン開発：実用化されているワクチンの有効性に疑義があるため 

＊英製薬大手グラクソ・スミスクライン(GSK) 

 2月 3 日独キュアバクと共同でワクチン(mRNA 型)開発を目指すと発表。 

 2022 年の生産を目指す。 

＊アストラゼネカ 

 2月 3 日、既に実用化されているワクチンの 2020 年末までの治験結果を公表した。 

 1回の接種で 76％の効果が確認され、12週間以上を空けて 2回目を接種した場合の有効

性は 82％だった。英政府は 1 回目の接種がより多くの人に行き渡ることを優先し、当初

3 週間だった接種の習慣に延ばした。 

国際的に見た熾烈なワクチン確保・接種競争 

＊EU ワクチン戦略の失敗(FT・日経 2021.2.5、ギデオン・ラックマン寄稿の要旨抜粋) 

 欧州委員会は、昨夏加盟 27 カ国にワクチンの調達と接種は協調して進めることとし、そ 

の調整を欧州委員会に一任するよう説得した。EU では従来、保険政策は主に各国の専管

事項とされていた。しかしフォンデイアライエン欧州委員会委員長は、EU 今や｢欧州保

険連合を築きつつある｣と公言し、コロナ禍が EU 加盟各国の団結力の強さを示すことに

なると言う考えを指示した。欧州委員会は確かに保険を担当する部門は存在するが、さほ

ど活発に活動してこなかった。そしてワクチンの大量調達と言う難問に対処できる専門

家らを内部に抱えていなかった。米国、イスラエル、英国が先を争ってワクチンの量の確

保に走る中、EU の官僚らはワクチンの値下げ交渉や契約内容で過激なまでに慎重な交渉

を重ねてきた。 

＊出遅れた日本： 

接種は世界 61 カ国・地域で始まり、先行する米国と中

国が全体の 5割以上を占める。日本は G7 の中で唯一ワ

クチンを承認すらしておらず接種較差が鮮明になった。 

昨年 12 月にファイザーから承認申請があったものの

｢審査中｣として、いまだ国内でのワクチン使用は許可さ

れていない。出所：図表並びに記述は日経 2021.2.4 の抜粋引用。 

2 カ月遅れになりそうだが、先行する国々の情報収集・

解析を基に、副反応を含め事前・事後の適切な情報開示・対応に万全を尽くして貰いたい。 

＊ドイツ 

 2月 1 日メルケル首相は記者会見で、新型コロナウイルスワクチンについて 9 月末までに

すべての市民に接種の機会を提供できるとの考えを示した。ドイツでは政府への遅れに

対する批判が高まっていた。ドイツで生活する 7300 万人の成人に必要なワクチンを確保

できる見込みだと言う。子供への接種は今のところ予定していない。ドイツは 9 月に連

邦議会(下院)選挙を控えている。財政黒字を堅持するドイツは商店・従業員等にも適切な

休業補償を行い自粛要請の効果を挙げている。 
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公的債務急増への各国の対応 

 
                出所：日経 2021.1.29 

世界的に新型コロナウイルス感染蔓延と深刻な長期化で、国や地域の債務・財政悪化も急速

に顕在化している。金融・為替・証券への不安が募る中、財政・金融政策・規制・国際協調

の行方に関心が集まる。 

日本 

＊20 年と 21年はいずれも 258.7％で、19 年の 234.6％から急拡大する。先進国では戦後混

乱期の 1946 年に英国が 260％超えた記録がある。一方日本は世界最大の対外純資産国で

あり、且つ企業・個人金融資産を合計すれば公的債務を十分カバーできるが、持続の保証

はない。国債格付けの格下げも危惧される。更なる課題は財政赤字が足枷の先行投資(特

に未来を見据えた IT・AI・デジタル・医薬品研究開発・教育等への財政支援)の遅れだ。

こうした中、ステファニー・ケルトン教授の主唱する MMT(現代貨幣理論)や宇沢弘文教

授の｢社会的共通資本｣を我が国はどう評価するのかも関心を呼ぶ。後述補足資料参照。 

＊日銀 

 企業の資金繰り支援で CP・社債購入が加速、1月末で合計約 11兆 4000 億円(前月比 6％

増)。購入枠の増減は計 20 兆円。金融機関に貸し出しの原資を供給する制度の利用も伸び 

ETF(上場投信)等を合わせ日銀の総資産は同時点で

709 兆円。2 月 3 日の若田部副総裁の発言から：3月

に予定する金融政策の｢点検｣について｢金融緩和の

後退方向での議論ではない｣と強調した。日銀は

2013 年に大規模金融緩和を始めた。目標の 2％物価

目標は遠い、ETFの大規模購入やマイナス金利政策

の長期化に伴う副作用も議論を呼んでいる。英中銀

は2月4日検討の上早期導入に否定的見解を示した。 

   出所：日経 2021.1.19 

 ▽国内株式保有高(2020 年末) 

  これまで最大の保有者だった年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の約 45 兆 2700

億円を上回る約 46 兆 5600 億円だった(野村證券試算)。日銀の持つ ETFの損益分岐点
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は｢日経平均株価の水準で 21000 円程度(黒田総裁)、直近の含み益は 12～13 兆円程度

となる(日経 2021.2.6)。 

米国：2020 年GDP 予想成長率マイナス 3.5％) 

 

出所：日経 2021.2.2 夕        同 2021.2.6 

＊米国経済は今年後半には危機前の水準を凌駕する見通し。しかしながら懸案の双子の赤

字(財政・国際収支＜特に貿易収支の赤字拡大＞解消は長期化する新型コロナウイルス対

策の多額の財政出動が大きな足枷になる。新政権の 1.9 兆ドル(約 200 兆円)規模の新型コ

ロナウイルス経済対策(含 1 人＄1400 の現金支給)には与党内からの注文も出ている。 

＊イエレン新財務長官の手腕が期待されるが、当

面ウオール街の株取引に絡む難問が続出、SNS 扇

動・空売りの実態究明と規制論に注力せざるを得

ない状況だ。米連銀・EU・UK 等との連携を如何

に行うのか、更には構造的貿易収支赤字拡大の解

消に向けての舵取り、為替政策等が注目される。 

表の出所：日経 2021.2.4 

 

EU・中国等；下表の出所：日経 2021.1.31 
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出所：日経 2021.2.3            同 2021.2.4         同 2021.2.2 

＊EU 

 経済・金融政策は 27 加盟国間の齟齬や英国離脱後の不透明さを抱え、今後の舵取りが試

練となる。一方共同体の存在感・目標持続のため、米国・中国との協調をどこまで維持出

来るか、対立する米中関係の中注目される。 

＊中国 

 中国経済は報道によるといち早くコロナ禍ショックから脱却(2020年のGDP予想成長率

プラス 2.3％、主要国唯一のプラス成長)、その機能を復元するかのようにも見える(2 月

11－17 日間の春節期の経済・社会動向に注目)。経済・貿易・投資などを通して連携する

関係諸国(一帯一路、アジア等)と中国の動きが注目される。 

 エネルギッシュな経済活動と共に、人民元は一時期その国際化(地域の基軸通貨)が注目さ

れた。自国の資本市場が厳しく規制され、貿易政策上から対ドル人民元高を警戒する時期

もあったが、昨今はそれを容認すかのようにも見える。 

 経済面と共に、今後の人民元の動向(政策・諸国の動き・基軸通貨化など)に注目が集まる。 

 ▽北京冬季オリンピック(2022.2.4-20) 

  ＊会場は北京市と河北省張家口市。中国の調査機関によるとウインター・スポーツ産業 

の市場規模は 2019 年の 5200 億元(約 8兆円)から年間 7800 億元(約 13 兆円)までに 

成長する。スポンサー企業には日本も参加している。 

  ＊新型コロナウイルス感染： 

   現在河北省で感染者が発生、北京市との往来に制限がある。 

▽3月の全人代に注目： 

むすびにかえて 

新型コロナウイルス感染拡大の中、人類の果敢な挑戦は日本で、世界で刻々知行を深化させ

前進している。第三波は内外で感染者数の増加ペースに変化が現れ、減少に転じている。一

部の国・地域では合わせて規制の一部が緩和されるところも出て来た。 

広島県は就業者 28 万人を対象に 2 月中旬開始予定の PCR 検査の規模を 8000 人程度にす

ると発表した。Cocoa の所管が厚労省から内閣官房に移行されることに。 
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しかし異変種コロナウイルス対応、高齢者感染の急増、医療体制の逼迫事情、ワクチン接種

に絡む迅速な対応など難問(含後遺症)が犇めく。 

長引くコロナ禍を通して見えて来た日本の課題・実力を謙虚に検証し、人口減少・高齢化社

会を切り開き、希望に満ちた新たな一歩を踏み出す好機でもあると考えたい。 

春節に合わせ台湾の友人から来た書簡に次の語句があった：歴史的にみると、2020 年は 60

年に一度巡りくる陰暦の庚子(かのえね)、自然災害の発生する年とあった。 

補足資料 

＊渋沢栄一の言葉：日本資本主義の父、大河ドラマ｢青天を衝け｣ 

 ▽我も富み、人も富み、而(しか)して国家の進歩発展を助ける富みにして、はじめて正真

の富と言い得るのである(訓言集) 

 ▽著作｢論語と算盤｣：経済と道徳の両立、私利ではなく公益を重んじ、広く社会全般が豊

かになる重要性を説いた。 

＊近江商人： 

 売り手よし、買い手よし、世間よし；三方よし。大宅壮一氏は滋賀県立八幡商業学校(元 

滋賀県商業学校)を｢近江の士官学校｣と称した。 

＊長岡藩士、小林虎三郎：米百俵、贈られた米を売り、学校設立の費用に充てた。 

 2002 年小泉内閣発足時の所信表明演説のむすびで、この｢米百俵の故事｣を引用した。 

＊上杉鷹山：米沢藩 9代藩主(1751-1822)、伝国の辞、3 条 

 一 国(藩)は祖先から子孫へ伝えられるものであり、我(藩主)の私物ではない。 

 二 領民は国(藩)に属しているものであり、我(藩主)の私物ではない。 

 三 国(藩)・国民(領民)のために存在・行動するのが君主(藩主)であり、”君主のために存

在・行動する国・国民”ではない。 

＊企業民主化試案：同友会企業民営化研究会委員長大塚萬丈、1947 年秋。①経営、労働、  

資本の経営協議会②経営と資本の分離、監査機能は資本家③経営最高意思決定機関とし 

て企業総会を設け経営・労働・株主各代表の監査役による三者同数で多数決議する。 

＊2020.1.スイスのダボス世界経済フォーラム：主題｢ステークホルダー資本主義｣ 

＊環境問題にも関心の高い石原慎太郎氏のよく口にした言葉； 

 ｢たとえ地球があした滅びるとも、君はきょうリンゴの木を植える｣ 

 出所：日経 2021.2.23 交遊抄、江東区長山崎孝明氏 

＊ノーベル文学賞チャーチル：The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of 

blessings. The inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.追加最終頁に 

＊保健所のルーツ 

 1937 年｢農村保険館｣所沢に設立、発端は関東大震災の復興支援で 30年に米ロックフェ 

ラー財団が公衆衛生の担い手育成支援を申し出たことに由来。一連の支援で現在の港区 

に、｢公衆衛生院｣、中央区に｢都市保険館｣が出来た。当時人々の健康を脅かしたのが感染 

症。38年に厚生省設立、ただ感染症対策は警察の所管。専門知識に基づく対策が求めら 
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れていた。公衆衛生の実地訓練は保険館の役割だった。国内初の BCG 接種、ツベルクリ 

ン反応の判定基準も所沢の研究を基に策定された。その後農村保険館は所沢保健所と名 

称を変え活動を続けた。戦後 47年保健所法(現在の地域保健法)が改正され、感染症対策 

の他食品衛生、難病対策など幅広い役割を担当する現在の保健所に発展する。2010 年に 

佐山保健所に統廃合された。ロックフェラー財団は世界各地で同様な支援活動を行った( 

古き良き時代の企業の慈善事業＜フィランソロピー＞筆者の私見)。出所：日経 2021.2.20 夕 

注記：上記補足資料では専ら梅津氏が取り上げられた、資本主義、環境問題(地球温暖化へ

の対応)、新自由主義、人新世の資本論など、新型コロナウイルス禍との接点もあり、参考

資料として載せた。 

新型コロナウイルス関連： 

＊イベルメクチン：科研製薬 

 大村智博士が発見、抽出したエバーメクチンを基に米製薬会社メルクによって開発され

た寄生虫駆除薬。広く熱帯地域で広く普及されている。それが新型コロナウイルス感染の

治療・予防にも効果があることが知られるようになった。イベルメクチンの製造・販売権

は日本にはない。何故このような事態が起きるのか。日本の岩盤規制、リスクマネー(官・

民)の欠落、医薬行政の在り方が改めて問われている。 

＊トランプ大統領の特効薬：出所；梅津さんから提供された黒木登志夫氏の第 24 便 

 レジェネロン・ファーマシューティカル(米大手バイオ医薬品会社)のスパイクタンパクに

対する未承認モノクロナール抗体。現在世界で、12 社がモノクロナールの開発にしのぎ

を削っている。 

＊ワクチン接種 

 練馬区モデル；高齢者向けワクチン接種を 4 月 12 日から、個別(診療所)接種を中心に開

始。一般には集団接種が中心の構図。全国知事会は政府が 6 府県を対象にした緊急事態

宣言(時短要請付き)＊を 2 月 28 日で解除する決定を受け、｢いつまでに国民の何割の接

種を目指すのか、グランドデザインを早期に明らかにするよう｣を求めている。 

＊ワクチン知財権 

 WHO のテドロス事務局長は 2月 26日、後発メーカーによる開発・生産がしやすくなる

として新興国が求めているワクチン知財権の一時停止を訴えた。インドと南アは昨年 10

月既WTOにこの提案を行っている。先進国を中心に反対があり結論には至っていない。 

＊PCR モニタリング検査：西村経済財政・再生相が打ち出した感染動向調査。 

＊米ファイザー社の業績；会社の発表予想 

 新型コロナウイルスワクチンの 21年通期売れ上げ見通し：150 億ドル(約 1 兆 5750 億 

円)。全体の売り上げも 42-47％増を見込む。 

＊使い捨てマスクの公害問題：不織布素材はプラスチックの一種、2020 年に海に流れた使 

いすてマスクは 15.6 億枚(世界で製造されたマスク約 17.6 兆円)の 3％。対策が急務。 
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注記：ページ 1に同じ；鮮明でなかったので再度掲載 

 



25 

 

 

出所：日経 2021.2.16 

 
出所：日経 2021.2.16            同 2021.2.15 夕 

追加；ノーベル文学賞チャーチル：It has been said that democracy is the worst form of 

government except all the others that have been tried. 

(了) 
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追加資料（2021.3.25）  

                      山 本 利 久 

＜新型コロナウイルスワクチン接種優先順位の国際比較等＞：ネット検索 

1)河野太郎行政改革担当相は 23 日の記者会見で、新型コロナウイル

スのワクチン接種に関し、沖縄県南城市の久高島、うるま市の津堅島

では、4 月から 65 歳以上の高齢者向けの優先接種と同時に、一般向

けの接種も実施されるとの見通しを明らかにした。河野氏は「人口

1000 人以下の自治体、あるいは離島は、高齢者と分けずに一般の方

も接種してくださいという通知を出しており、一斉に接種していただ

くことになる」と述べた。  政府は 4 月 5 日以降、自治体へ高齢者向

けワクチンの配送を始め、12 日から高齢者の接種が始まる。計画では

高齢者の接種が終了した後、一般の接種を行う。米製薬大手ファイザ

ー社製のワクチンは 1 箱約 1000 回分で、人口が 1000 人以下の小規

模自治体や離島では、余ったワクチンを有効に活用するため、高齢者

に合わせて一般の接種も認めている。【田辺佑介】毎日新聞：

21.3.23 

2）韓国  

65 歳以上の高齢者が 850 万人にも達するため、ムン・ジェイン（文在寅）大統領

（68）も新型コロナウイルスワクチンの最優先接種順位から外れることがわかっ

た。疾病管理庁の新型コロナウイルスワクチン予防接種対応推進団のチョン・ギ
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ョンシル資源管理班長は 16 日、CBS ラジオのインタビューで「政府の要人らも接

種順序に従って接種を受けるのが原則だ」と明らかにした。 

よって、「文大統領と政府の要人らは自身の年齢に応じた日程に従って接種を受

けることになるだろう」と話した。 

文大統領の具体的な接種時期についてチョン班長は、「（文大統領が属する 65 歳

以上の高齢層も）第 2 四半期、4 月には接種を受けることができるものとみてい

る」としながらも、「65 歳以上の高齢者が 850 万人を超えるため、高い年齢から

順次、順番が回ってくる」と説明した。 

そうなると文大統領は 79 歳のパク・チウォン（朴智元）国家情報院長、75 歳の

チョン・ウィヨン（鄭義溶）外交部長官より遅く接種することになる。 

4 月ごろに高齢層もワクチンを接種することになるが、超高齢層から接種が開始さ

れるため、文大統領の接種は 5 月ごろになるとみられる。 

ただチョン班長は、ワクチン接種をためらう国民を説得するために文大統領が先

に接種する姿を見せる可能性もあると話した。 

一方、チョン班長は新型コロナウイルスワクチンの接種日程について、「2 月 26

日から接種が開始される」とし、優先接種の対象は、△65 歳未満の療養病院、療

養施設に入院中の入所者および従事者、△高危険患者を主に診療する病院級以上

の医療機関従事者、△疫学調査官、△検疫要員、救急隊員のような新型コロナウ
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イルス患者らに 1 次的に対応する要員だとした。 

65 歳以上の高齢者が最優先接種順位から外れたのは、アストラゼネカワクチンに

65 歳以上の高齢者に対し使用することを慎重に決定すべきとの注意事項が付けら

れたためだ。これに関連しチョン班長は、「高齢者の接種が上半期以後まで遅れ

るわけではない」と強調した。 

3)ドイツ 

以下、ドイツ連邦保険省のプレスリリースに関して在ドイツ日本国大使館 からの情報を掲

載します。 

１ シュパーン連邦保健大臣は，新型コロナウイルスのワクチン接種に関する政令を提示した。この政令

は，新型コロナウイルスのワクチン接種を，誰にいつ行うかを規定しており，誰が最初にワクチン接種で

きるかが明確化される。 

２ ワクチン接種を希望する全ての人のための十分なワクチンが無いため，高齢者施設や介護施設の入所

者，80 歳以上の者，及び高齢者と接する介護職員や高齢者施設職員が，最も優先度の高いグループ（第

1 グループ）として最初の接種対象となる。 

３ 連邦各州が 12 月 27 日にワクチン接種を開始する際には，上記に加え，第 1 グループには，集中治

療，緊急治療及び救急サービスに従事する者等，新型コロナウイルスに曝されるリスクが非常に高い医療

スタッフが含まれる。また，重大な疾病又は死亡に至るリスクが高い疾病の患者，例えば移植医療の患者

を看護する看護師も含まれる。 

４ 上記の最も脆弱な人が保護された後，ワクチン接種は段階的に拡大されるが，この最初の目標を達成

するには，少なくとも１～2 か月が必要とされる。 

５ 政令によれば，次に優先度の高いグループ（第 2 グループ）には，70 歳以上の全ての者，及び臓器

移植を行った者等の重篤な疾患のリスクが高い者が含まれる。また，機動隊員のほか，要介護者・妊婦等

と濃厚に接触する者も含まれる。 

６ 第 3 グループには，60 歳以上の者，慢性腎臓病・慢性肝疾患・自己免疫疾患・癌等の疾病リスクが

高い者，家庭医や検査機関のスタッフが含まれる。警察，消防，教育，司法分野の職員も含まれる。ま

た，小売業の販売員に加え，季節労働者・配送センター及び食肉加工業の労働者等の困難な労働条件で働

いている者も含まれる。 

７ ワクチン接種の有無を問わず，対人間隔の確保，公衆衛生規則の遵守，日常的なマスク着用が全ての

人に引き続き適用される。 

https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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８ ドイツに住所を有するか，日常的に滞在しているか，または，特定の介護施設で働いている全ての者

は，ワクチン接種の権利を有する。 

 連邦政府は，ドイツにおいて接種される全てのワクチンを調達し，その費用を負担し，連邦各州により

設置される供給センターへの配布を行う。 

州政府と地方自治体はワクチン接種センター，移動チーム，現場における接種について調整する。 

 州政府等は，最初のワクチン接種と日程の調整に責任を持つ。 

 新型コロナウイルスについての重要な問題については，連邦保健省が対応する。 

4）米国 

米 CDC、雇用主向けに新型コロナワクチン

接種に関するガイドラインを発表（米国） 

ジェトロ・ビジネス短信 / 2021 年 3 月 19 日 15 時 55 分 

米国疾病予防管理センター（CDC）は 3 月 16 日、雇用主向けに新型コロナウ

イルスのワクチン接種に関するガイドラインを発表した。 

ガイドラインでは、社内でワクチンに対する信用を醸成するための具体策とし

て次の 5 点を挙げている。（1）上司がワクチンの推進者となるよう促し、上

司はワクチンの重要性に関して従業員と情報共有できる場をつくる、（2）従

業員とワクチン接種に関する透明性のある対話を行う（注）、（3）重要ポイ

ントをまとめたポスターを休憩室に掲載する、または E メールで送るなど、従

業員への周知を図る、（4）ワクチンに関する新しい情報（利点、安全性、副

作用、有効性など）を従業員と定期的に共有し、判明していないことが何かも

明確に伝える、（5）ワクチン接種を受ける従業員がいれば祝福し、他の従業

https://news.infoseek.co.jp/publisher/jetro/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/facts-covid-vaccines-english-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness.html
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員にも周知する。また、接種完了者にステッカーを与え、接種したことが分か

るような自撮り写真を SNS に投稿するよう促す。 

また同ガイドラインでは、企業規模に応じたワクチン接種機会を検討するよう

促している。職場に多くの従業員がおり、出勤日を把握可能で、社会的距離を

確保できる広いスペースがある場合は、職場内でのワクチン接種機会の提供が

選択肢となる。その場合、接種スタッフの派遣などを、各地域のワクチン提供

機関に依頼することができる。また、CDC と各州が公表しているワクチン接種

の優先順位を参考に、接種機会を 2 回以上設けることを勧めている。CDC

は、職場でのワクチン接種の提供を検討している企業に対して、各地域の保健

当局に連絡し、ガイダンスを求めることを勧めている。 

一方、中小企業などで、職場でのワクチン接種の提供が難しい場合には、職場

外でのワクチン接種を促すための対応策を講じることを奨励している。具体的

には、次のとおり提案されている。（1）勤務時間内、または有給休暇を利用

してワクチン接種を受けさせる、（2）ワクチン接種施設までの交通費を支給

する、（3）地域によっては、ワクチン接種対象者かを調べる審査があるの

で、適格性を証明できるものを持参するよう周知する、（4）従業員にワクチ

ン接種の重要性と、接種可能な場所・方法を周知する、（5）対象者に対しワ

クチン接種の予約方法に関する情報を提供する、（6）ワクチン接種は事務費

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&Search=sticker&Audience=General%20Public&Topics=Vaccines
https://www.cdc.gov/flu/business/hosting-vaccination-clinic.htm
https://www.cdc.gov/flu/business/hosting-vaccination-clinic.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
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を含め、無料で受けられることを周知する、（7）ワクチン接種に対する、各

職場に特有の障壁を把握し、それに対応する。そのほか CDC は、接種場所に

かかわらず、ワクチン接種の後に副作用が出た従業員に対し、有給傷病休暇を

取らせることも勧めている。ニューヨーク州では、アンドリュー・クオモ州知

事が 3 月 17 日、ビル・デブラシオ・ニューヨーク市長が 3 月 18 日に、ジョ

ンソン・エンド・ジョンソン製のワクチンを接種し、ワクチン接種対象となっ

ている住民に対して接種を受けるよう推奨している。（注）知るべき重要事

項、FAQ、誤った情報と事実に関する CDC のウェブページを参照。（吉田奈

津絵） 

5)台湾 

【台湾】コロナワクチン、外国人も可［社会］ 

高齢者らに限定、接種には遅れも 
  

株式会社ＮＮＡ 

  

2020/11/06 01:59 

 

台湾政府は新型コロナウイルス感染症のワクチンに関して、居留証を持つ外国人も公費での接

種対象とする方針だ。ただ、現時点での接種対象は台湾人か外国人かを問わず、医療関係者や

中高齢者、持病を持つ人などに限られる。また台湾政府のワクチン調達には遅れが出ており、台

湾で接種を受ける場合は日本在住者よりも時期が遅くなる可能性がある。【吉田峻輔】 

(了) 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
http://a.msn.com/00/ja-jp/BB1aJlyo?ocid=sf
http://a.msn.com/00/ja-jp/BB1aJlyo?ocid=sf
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最新情報：「新型コロナウイルスの対処法」世田谷区役所 HP(ホームページ)（2020.10.10） 

                                                 

このオンライン講座の視聴がお薦めです。大野裕先生(認知行動療法研修開発センター) 

 

 


