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2020 年 11 ⽉ 7 ⽇

⽬次と要約
執筆中の中公新書の初校に、⺠間臨調(後述 8)を追加するなどの作業のため、arXiv (18)か
ら 1 ヶ⽉間が空いてしまいました。その分今回は盛りだくさんです。特にウイルスとホス
トのゲノムに⼤きな進歩がありました。残念なことに、最初の 5 つは、⼼配な内容です。
１．11 ⽉ 1 ⽇までの感染状況
2 ⽉末以来 7 ヶ⽉の新規感染者数、有効再⽣産数（Rt）をまとめました。毎週の新規感染者
数をプロットすると第三波が始まるのではと思われます。倍加⽇数は全国で 4 ヶ⽉、北海
道が 2 ヶ⽉です。このまま増え続けると、2021 年 3 ⽉には、全国の累計感染者数は 20 万
⼈（現在 10 万⼈の 2 倍）
、北海道だけでも 1 万 2000 ⼈（現在 3000 ⼈の 4 倍）に達します。
2．⽇本は中国を追い越した
10 ⽉ 16 ⽇、⽇本の感染者数は 91,431 に達し、中国（90,905)を追い越しました。
3．ヨーロッパの感染爆発
フランス、ドイツ、イギリス、スペイン、イタリアのヨーロッパ諸国では、感染が急増して
います。致死率が上がったか下がったかが分かるまでには、もう少し時間がかかります。
4．スペインからヨーロッパ中に広がった 20A.EU1 変異ウイルス
スペインの農場労働者から分離された 20A.EU1 ウイルスが､この夏からのヨーロッパの⼤
流⾏の主役をになっているという論⽂が発表されました。このウイルスはスパイクに新た
な変異があります。その機能はまだ分かっていませんが、これまでのヨーロッパ株（D614G）
よりも感染⼒が強くなった印象です。
5．ミンクのコロナ
デンマークのミンク飼育場のミンクにコロナが流⾏し、1500 万匹以上を殺処分にするとメ
ディアは報じています。12 ⼈がこのミンクウイルスに感染したと⾔うことです。変異の詳
細は分かっていませんが、ヒト→ミンク→ヒトと種を越えて感染を繰り返す中で、ウイルス
の変異はさらに進む恐れがあります。
6．ネアンデルタール⼈の逆襲
スペインとイタリアの重症者の解析から､3 番染⾊体の 6 遺伝⼦が関わっていることが明ら
かになっています。マックス・プランク研究所のペーボ（Svante Pääbo）らは、このゲノム
境域がネアンデルタール⼈由来であることを明らかにしました。ネアンデルタール・ゲノム
の保有者は南アジア(インド、バングラデシュ)に最も多くヨーロッパ、アメリカにもかなり
おります。しかし、⽇本を含む東アジアにはほとんどいません。ファクターX の可能性があ
ります。
7．死亡者の少ない国は経済の落ち込みも少ない
30 カ国以上の死亡者数と経済の落ち込みの相関を分析したデータがオックスフォード⼤と
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フィナンシャルタイムズから発表されました。死亡者の少ない国は経済の落ち込みも少な
いことが分かりました。
8．タイムズ誌の 2020 年の 100 ⼈に選ばれて⽯正麗
Bat woman こと⽯正麗が、タイムズ誌の 100 ⼈に選ばれました。彼⼥は、コロナウイルス
の起源について⾮常に⼤きな貢献をし､さらに最初のその正体を明らかにしたという点で､
2020 年の 100 ⼈にえら張るのは当然です。サイエンス誌の彼⼥へのインタビュー記事につ
いても紹介します。
9．新型コロナ対応⺠間臨時調査会調査検証報告書
政府のコロナ対策を調査検証することが必要と思っていたところ、⺠間臨時調査会が、関係
者にインタビューを⾏い、詳細な報告書を出しました。今まで知らなかったようなことが
次々に明らかにされています。
10．コロナ秀歌、コロナ秀句、コロナ川柳
資料提供：
⽇経新聞社安藤淳編集委員

コ ロ ナ ウ イ ル ス arXiv は ､ 『 ⼭ 中 伸 弥 に よ る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 情 報 発 信
（https://www.covid19-yamanaka.com/cont2/main.html）』に転載されております。
転送は⾃由です。

１．11 ⽉ 1 ⽇までの感染状況
図 1 に⾒るように、8 ⽉になり感染者は減り始めたが、9 ⽉に⼊ってからはそれ以上減る様
⼦もなく、10 ⽉の中旬からは、逆に増加傾向に⼊った。10 ⽉ 19 ⽇の週は、全国の感染者
数はほぼ 4000 ⼈/週、10 ⽉の最終週には、4800 ⼈になった。有効再⽣産数（Rt）も 1.21、
倍加⽇数は 115.8 ⽇である（図 2）。4 ヶ⽉で倍増、8 ヶ⽉で 4 倍、1 年で 8 倍に増えること
になる。
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図1
3 ⽉から 10 ⽉ま
で 8 ヶ⽉間の、週
あたり全国新規
感染者数の推移。
10 ⽉下旬になり、
増加傾向がはっ
きりしてきた。Rt
は 1.21 となった。

図2
10 ⽉の累計感染者数
（対数値）。指数関数
的に増加している。
⼀次直線の勾配（＝
0.0026

）

で

、

Log2(=0.3010) を 除
すると、115.8 ⽇（ほ
ぼ 4 ヶ⽉）の倍加時
間が得られる。
北海道は、有効再⽣産数が 1.35、倍加⽇数は 57.8 ⽇（ほぼ 2 ヶ⽉）である。全国の 2 倍の
速さで増加していることになる。1 年後には、2 の 6 乗、すなわち、128 倍になる。
4 ヶ⽉後、来年 3 ⽉初めの感染者数：
・全国：累計感染者数 20 万⼈（11 ⽉現在 10 万⼈）
・北海道：累計感染者数は 1 万 200 ⼈（現在 3000 ⼈）
本当にこのように進むのだろうか。⼼配である。
北海道が急に増えだしたのは、寒く乾燥してきたため、部屋の換気をしなくなったため、あ
るいは⾶沫がエアロゾルになりやすく、かつ表⾯についたウイルスが⻑く⽣き続けるため
かも知れない。GO TO トラベルが全国に感染を広げるのに⼀役買っていたのは否定でき
ない。
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2．⽇本は中国を追い越した
10 ⽉ 16 ⽇、⽇本の感染者数は
91,431 に達し、中国（90,905)を
追い越した(図 3)。死亡者数が､
中国を追い越すのも時間の問
題である。

図 3 ⽇本と中国の確
認された感染者数(対
数軸)。Our world in
data から。
3．ヨーロッパの感染者爆発
ヨーロッパで感染者が激増しているため、多くの国でロックダウンが再び強⾏された。実際、
どのような状況なのか、Oxford ⼤の Our world in data から、フランス、スペイン、イタリ
ア、ドイツ、ベルギー、スイス、イギリスの 7 カ国について、2 ⽉から 10 ⽉まで 9 ヶ⽉間
の感染者数、死亡者数、致死率のデータを抜き出し⽐較した（図 4）
。
ヨーロッパでは、⽇本と違い、第⼆波が収まる傾向を⾒せずに、そのまま増え始めたことが
分かる。死亡者は、第⼀波よりも少ないように⾒えるが、死亡のピークは感染よりも 1 ヶ⽉
以上遅れて現れるので、本当に少ないのかどうか不明である。致死率が低下しているのは確
かのようだが、これも死亡数のピークが過ぎたあとでないと評価はできない。
感染者が増えれば、医療機関に負担がかかる。これだけ、感染者が多いと、重症者が少ない
としても、医療崩壊が現実の問題になるであろう。
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図4
2 ⽉ 1 ⽇から 11 ⽉ 2
⽇まで 9 ヶ⽉のヨー
ロッパ 7 カ国の感染
者数（下）、死亡者数
（中）、致死率（上）
の推移。感染者、死亡
者の⼀番多いのはフ
ランス（国名は図を
拡⼤して読みとって
下さい）。

何故、ヨーロッパで増えたの
か。⼀番考えられるのは、夏
のバカンスで感染した可能性
である。フランスで 3 年以上
暮らした私は、フランスのバカンスの実態を知っている。彼らにとって、バカンスのない⼈
⽣など考えられない。ほとんどの⼈は、⼀ヶ⽉間バカンスをとる。⽇本の GO TO トラベル
とは⽐べものにならない。バカンスの気の緩み、開放的な環境は、コロナウイルスにとって、
願ってもない条件だ。
もう⼀つの可能性は、ウイルスの変異である。それを⽰すウイルス変異が発表されたので、
以下紹介する。
4．スペインからヨーロッパ中に広がった 20A.EU1 変異ウイルス
スイスとスペインの研究チームは、10 ⽉ 28 ⽇、今年の夏以降ヨーロッパで⼤流⾏している
新型コロナウイルスの新しい変異を報告した（査読なしの MedRiv に発表＊、Financial
Times も詳しく紹介**）。7 ⽉、スペインの東北地⽅の agriculture workers に⾒つかった
20A.EU1 ウイルスは、瞬く間にヨーロッパ中に広がった。9 ⽉から 10 ⽉に分析の結果、ス
ペイン（88％）、イギリス（43％）、スイス（37％）、フランス（12％）、オランダ（21％）、
ベルギー（11％）､スウェーデン（17％）を占めている。
20A.EU1 変異ウイルスは、222 番のアミノ酸が Alanine
（A）
から Valine(V)に変わった A222V
変異である。この部分はレセプターの ACEII に直接結合しないが、スパイクの構造と安定
性に関わっている。しかも、A222V 変異は、すでにヨーロッパ型として世界の感染の主流
となっている D614G のヨーロッパ型変異株に加わった変異である。
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さらに、20A.EU2 というスパイクタンパクの変異ウイルスも発⾒されている。これは S477N
変異であり、フランスで多く発⾒されている。さらに、S98F,D86Y 変異が発⾒されている。
これらの 20A.EU1, 20A.EU2 などの変異が､感染⼒を増したり、致死率に関わっているかど
うかは分かっていない。しかし、7 ⽉に発⾒されて 3 ヶ⽉の間にヨーロッパに広がったこと
を⾒ると感染⼒が⾼くなったのではないかと思われる。もし、この変異ウイルスが⽇本に⼊
ってくると（あるいはすでに⼊っているかも知れない）、いわゆる第 3 波として⼤流⾏にな
るかも知れない。国⽴感染研のゲノム解析がますます重要になる。
今、政府は⼊国制限を緩和し、⼈の交流を広げようとしている。ヨーロッパの現状を⾒ると､
安易に交流を広げるときではないと思う。分科会の専⾨家の的確な判断を期待している。
＊Hodcroft, E.B., et al. (2020) Emergence and spread of a SARS-CoV-2 variant through
Europe in the summer of 2020. medRxiv. doi.org/10.1101/2020.10.25.20219063.
＊ ＊ Financial Times: ：

https://www.ft.com/content/2782655a-0441-4d38-bb03-

5c4e67ead110
5.

ミンクのコロナ

アメリカ農業省（USDA）の報告＊によると、6 ⽉にオランダのミンク飼育場の 34 匹のミ
ンクから新型コロナウイルスが検出されている。11 ⽉ 5 ⽇、The Guardians は、デンマー
クは､1500 万匹以上のミンクを殺処分すると伝えた(オランダがミンク⼤国であるなど全く
知らなかった)。また、ミンクのコロナから 12 ⼈が感染しているという＊＊。ミンクの新型
コロナウイルスは、スパイクタンパクに変異をもっていると⾔うが、その変異の詳細は(新
聞には)報告されていない。
ウイルスは、さまざまな動物種に感染しながら、進化していくので、ミンクのコロナも不思
議ではない。すでに、ヒトに感染しているので、注意して、ヒト感染コロナウイルスのゲノ
ムを解析しなければならない。
ミンクウイルスが広がれば、現在開発中のワクチンは無効になるとメディアは伝えている
が、抗体が認識する抗原のエピトープに⼤きな変化がなければ、その可能性は低い。
＊
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName
=Denmark%20to%20Cull%20One%20Million%20Mink%20Due%20to%20Coronavirus%
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20_The%20Hague_Denmark_10-06-2020
＊

＊

https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/05/danish-covid-19-mink-

variant-could-spark-new-pandemic-scientists-warn

6．ネアンデルタール⼈の逆襲
コロナウイルス arXiv（17）で、イタリアとスペインの新型コロナ激戦区の患者 1300 名余
と対照 2200 名余のゲノム解析した結果、3 番染⾊体の 6 遺伝⼦と 9 番染⾊体の 1 遺伝⼦(⾎
液型関連)が重症化と関係しているという研究を紹介した＊。

しかし、その後の研究に

よると、重症化と相関しているのは 3 番染⾊体のみで、そのオッズ⽐は 1.6 倍であるという
＊＊。
予想もしなかったことに、この重症化遺伝⼦がネアンデルタール⼈（Neanderthal）から受
け継いだ遺伝⼦と密接な関係にあることが、Max -Planck 研究所のスバンテ・ペーボ（Svante
Pääbo）のグループによって明らかにされた＊＊。すなわち、3 番染⾊体のこの領域(およそ
5 万塩基の⾮常に⻑い領域)は､約 6 万年前に南欧のネアンデルタール⼈が現⽣⼈類の祖先
に交配によってもたらされたものである。
ネアンデルタール遺伝⼦保有者の分布は地域によって⼤きく異なる（図 5）。バングラ
デシュ、インドなどの南アジアでは 30％、ヨーロッパでは 8％、アメリカでは 4％、
⽇本を含む東アジアでは⾮常に少ない。アフリカには、全く⾒られない。最も多いの
はバングラデッシュ⼈であり、63％の⼈が保有している。実際、イギリスに住むバン
グラデッシュ⼈は，他よりも 2 倍致死率が⾼いという。⽇本⼈が新型コロナによる死
亡者が少ないのは、ネアンデルタール由来リスクゲノムをもっていないためかも知れ
ない。

図 5

新型コロナ

重症化リスクに関
わるネアンデルタ
ール・ゲノムをも
つ⼈の分布＊＊。
円の⾚い部分がネ
アンデルタール由
来の重症化リスク
保有者の%を⽰す。
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ネアンデルタール⼈は、1856 年、デュッセルドルフ近郊のネアンデルの⾕(tal、Neanderthal
は古いスペル)で発⾒された⼀組の⾻の分析から、その存在が明らかになった（余談である
が、私は、ネアンデルの森を歩いたことがある。いかにもドイツ⼈が好きそうな静かな森で
あった）。およそ 40 万年前から 2 万年前まで、ユーラシア⼤陸に⽣息していたネアンデル
タール⼈の遺伝⼦が、現代のわれわれにも受け継がれていることをペーボの研究グループ
が次々に明らかにした。この研究では、作業中に現代⼈の DNA が混⼊しないように
最⼤の注意が払われたと聞く。彼は、⽇本でも⾮常に評価が⾼く、慶応医学賞、⽇本
国際賞（2020）などを受賞している。さらに、沖縄科学技術⼤学院⼤学（OIST）の教
授も兼任している。OIST は､ペーボの今回の研究を紹介する記事(⽇本語)を公開して
いる。その中で、彼の講演を聴くこともできる＊＊＊(ペー
ボは近い将来ノーベル賞を受賞するであろう)。

図 6 ペーボ教授(⽇本国際賞ホームページから)
＊Ellinghaus, D.（2020.10.15）Genomewide Association Study
of Severe Covid-19 with Respiratory Failure, NEJM 383,
pp.1522

：

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283
20.
＊＊Zeberg, H. & Pääbo, S. et al. (2020.9.30) The major genetic risk factor for severe
COVID-19 is inherited from Neanderthals, Nature：https://doi.org/10.1038/s41586-0202818-3
21.
＊＊＊ディッキー・ルシー(2020.9.30)「新型コロナの重症化はネアンデルタール⼈から受
け継いだ」：https://www.oist.jp/ja/news-center/press-releases/35499

7．コロナ死亡の少ない国は、経済のダメージも少ない。
コロナと経済の関係は、とかく，トレードオフのように⾔われている。政府は、経済を第⼀
に考え、対策をゆるくしたがる。科学者はコロナ対策を厳しくするように⾔う。しかし、両
者の間にはそれほど単純なトレードオフ関係が成⽴しているのだろうか。
2020 年 10 ⽉フィナンシャルタイムズは、新型コロナウイルスによる死亡者数（⼈⼝ 100 万
⼈あたり）と GDP の落ち込みの相関の図を出した（図 7）＊。オクスフォード⼤学の「デ
ータで⾒るわれわれの世界」も，同じような図を出している（図 8）＊＊。30 以上の国の経
済と死亡者の相関を⾒ていると、⼀つの傾向が分かる。それは、「コロナをコントロールで
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きない国は、経済の痛みも⼤きい」ということである。

図 7 ⼈⼝ 100 万⼈あたり
累計死亡者数(10 ⽉ 14 ⽇
現在)(横軸)と 2020 年第
GDP の落ち込み（縦軸，%）
との相関＊。新型コロナ流
⾏をコントロールしている
国は，経済の落ち込みも少
ないことが分かる。★、ア
ジア；●、欧⽶；■、中南
⽶；▲、他の地域。
（原図に
は､さらに多くの点が書か
れているが、国名を明⽰してある国のみを⽰した）。

図8
Our world in data による、経
済と死亡者数の相関のグラフ
＊＊。図 7 と縦軸、横軸が逆
になっている。結論は図 7 と
同じ。

両者の間には単純なトレードオフの関係はないとしても、流⾏が進⾏しているときに⼈の
交流を促進すれば、経済は好転するかも知れないが、感染は増える。GO TO キャンペーン
を、
「流⾏が収束したとき」という条件を外し強⾏する､あるいは、夏のバカンスを⽌めよう
としなかった政策は､トレードオフの関係にある。GO TO キャンペーンにしても、夏のバ
カンス解禁にしても、そのような政策⾃⾝が⼈々の気の緩みを誘い、流⾏を促進することに
なる。
パンデミックは、政治家、官僚、医療の専⾨家が，賢く共同作業することがいかに⼤事かを
教えてくれた。
＊FT Visual & Data Journalism team（2020.10.18）Covid-19: The global crisis ̶ in data,
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Financial Times：．https://ig.ft.com/coronavirus-global-data/
＊＊Hasell, J. （2020.9.1）Which countries have protected both health and the economy in
the pandemic?, our world in data：https://ourworldindata.org/covid-health-economy
8．タイムズ誌の 2020 年の 100 ⼈に選ばれて⽯正麗
arXiv(18)で、タイムズ誌の 2020 年の 100 ⼈
に選ばれたコロナ関係として、Anthony Fauci
と Camilla Rothe を紹介した。もう⼀⼈のパイ
オニアとして､武漢ウイルス研究所の⽯正麗
（Shi Zhengli）が選ばれた(図 9)＊。タイムズ
誌の選考理由を以下に⽰す。

図 9 武漢ウイルス研究所の⽯正麗(タイムズ
誌)
In January, Shi Zhengli led one of the first scientific teams that isolated SARS-CoV-2,
the coronavirus that went on to ravage the world. The virus was new to science, but
Shi could see where it had come from: bats. Sixteen years of virus hunting had
prepared her for that epiphany.
In 2003, another corona-virus unleashed the SARS epidemic. To find its origin, Shi
and her colleagues traveled to caves in southwestern China. There, they found bats
infected with SARS-like viruses. Over the subsequent years, Shi̶a virologist at the
Wuhan Institute of Virology̶has gone spelunking into more caves and found many
more bat coronaviruses. In 2015, Shi and her colleagues warned that it was just a
matter of time before another bat coronavirus spilled over the species barrier and
wreaked havoc. Five years later, SARS-CoV-2 proved her right.
The Trump Administration has attacked Shiʼs institute, insinuating that it is
responsible for the pandemic. The charge is not just baseless but dangerous. Shiʼs
scientific accomplishments and foresight are exactly what we need if we want to stop
more coronaviruses from devastating humanity in the years to come.
＊https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/
新型コロナウイルスの起源についてさまざま議論があるのは確かである。このウイルスが
意図的に作られたウイルスという説は、ウイルスの専⾨家がそろって否定しているので、そ
の可能性はない。サイエンス誌は、⽯正麗に率直な質問を投げかけ、彼⼥もそれに答えてい
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る。その応答の⼀部を出版予定の中公新書に書いたので、以下紹介する。
新型コロナウイルスはどこから来たのか。最⼤の謎について、サイエンスは、渦中の⼈，⽯
正麗に率直な質問を出した＊。彼⼥の 9 ページにおよぶ回答が公開されている＊＊。以下、
この質問で分かったことの要点を⽰そう。
-

トランプ⼤統領の中傷には怒っている。

-

われわれの研究だけでなく、国際チームの研究からコウモリが最初のホストであること
ははっきりしている。それがいくつかの中間宿主を経て，⼈に感染したのであろう。セ
ンザンコウのコロナウイルスとは，1100 塩基の差しかない。

-

最初の数名の患者は海鮮市場と関係がなかった。海鮮市場を調べたところ，ドアノブ、
⼟,汚物などから新型コロナウイルスが検出されているので、市場がクラスターであっ
たのは確かである。

-

しかし、市場で売られている動物からも、湖北省の家畜からも新型コロナウイルスは検
出されていない。

-

飼ネコ、野良ネコの 15％は新型コロナの抗体をもっていた。野良ネコより飼いネコの⽅
が抗体価が⾼いので、ネコはヒトから感染したと考えられる。

-

12 ⽉ 1 ⽇の最初の患者については何も知らない。

-

武漢ウイルス研究所には、2007 株のコウモリコロナウイルスを保管している。現在流
⾏のウイルスに⼀番近いウイルスは 96％⼀致している。破棄した株もない。

-

実験は厳重にモニターしているので、実験室感染の可能性はない。スタッフ、学⽣に検
査をしたが、PCR 検査、抗体検査で陽性の者はいない。

-

実験は BSL2 と BSL3 で⾏われた。最近、無害なウイルスを⽤いて BSL4 実験のトレー
ニングをはじめたところである。

BSL2 で実験していたとは！最後の証⾔には、正直驚いた。空気圧を陰圧にする必要のない
BSL2 だとウイルスが外に漏れる危険性がある。素性の分からない危険ウイルスは BSL4，
少なくとも BSL3 を使うべきである。国⽴感染研の基準では、新型コロナウイルスは気圧が
陰圧に調整されている BSL3 で実験を⾏うことになっている。感染者⽤病室も BSL3 と同じ
ように、陰圧に調整されているし、防護服を着ることになっている。武漢ウイルス研究所は、
かなり気楽に BSL2 で実験をしていたことが分かった。ワシントンポスト紙の指摘は、この
ことであったのかも知れない。
これが,⽯正麗個⼈の正直な回答かどうかは疑問である。中国のこれまでのやり⽅から考え
て、政府上部の検閲を受けていないはずがない。しかし、その内容には、これまでに表に出
されていないことが多く含まれており、今後の WHO 調査団にとって重要な資料になるこ
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とは間違いない。
＊Cohen, J. （2020.7.31）Wuhan coronavirus hunter Shi Zhengli speaks out, Science 369,
pp.487：
＊

＊

https://science.sciencemag.org/content/369/6503/487.full

Shi

Zhengli

（

2020

）

Reply

to

Science

Magazine,

Science

：

https://www.sciencemag.org/sites/default/files/Shi%20Zhengli%20Q&A.pdf

9．新型コロナ対応⺠間臨時調査会調査検証報告書
これだけの⼤事件となった新型コロナに対する対応について、何がよかったのか、どこが間
違っていたのかを､客観的に検証することが必要だと思っていた。東⽇本⼤震災の際の原⼦
⼒発電事故に関しては、政府、国会、⺠間がそれぞれ事故調査委員会を⽴ち上げ、報告書を
発表している。そのうち、⺠間事故調査報告書を出した調査会が、新型コロナに関しても『新
型コロナ対応⺠間臨時調査会・調査検証報告書』(図 10)を出版した。10 ⽉ 23 ⽇に発売さ
れた 500 ページの⼤冊の報告書は、政府、⾏政組織、専⾨家など広い範囲の関係者にイン
タビューと豊富な資料を基にまとめられている(⾮常に重要な当事者である⼩池百合⼦都知
事にはインタビューできなかったが)。この本には、世間に知られていなかった政府内の動
き、どのようにして政策が決定され、どのような問題があったのかなど、これまでわれわれ
の知り得なかった情報が載っている。

図 10 ⺠間臨時調査会調査検証報告書。アジア・
パシフィック・イニシアティブ刊。調査会委員⻑、
⼩林喜光(三菱ケミカルホールディングス取締役
会⻑)。500 ページ近い本､索引がないので、読むの
が⼤変であるが、貴重な情報が詰まっている。
5 ⽉ 25 ⽇、安倍⾸相は，緊急事態宣⾔を解除できたのは、
「⽇本モデルの⼒」であると誇らしげに宣⾔した。
「⽇本モ
デル」とは何か。⺠間臨調の報告書は、
「⽇本モデル」につ
いて次のように定義している。
「法的な強制⼒を伴う⾏動制限措置を採らず、クラスター対策による個別症例追
跡と罰則を伴わない⾃粛要請と休業要請を中⼼とした⾏動変容策の組み合わせに
より、感染拡⼤の抑⽌と経済ダメージ限定の両⽴を⽬指した⽇本政府のアプロー
チ」
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安倍⾸相が⾔っているように、⽇本の対応は「泥縄であったが、結果オーライ」であった。
確かに、欧⽶諸国と⽐べると、⽇本は感染者も死亡者も少なかったが、それは⽇本の政策が
本当に「モデル」と⾃慢できるような内容であったためであろうか。何がよかったのか、ど
こに問題があったのかを、冷静に、厳しく検証する必要がある。⺠間臨時調査会の分析は、
次号から紹介することにする。

10．コロナ秀歌、秀句、川柳

13

