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〔特集論文〕

東アジアにおけるポストコロナ時代の
新型コロナウィルス感染症対応と連帯の可能性

全泓奎（大阪市立大学都市研究プラザ）

〔キーワード〕東アジア／災害／新形コロナウィルス（COVID-19)／K 防疫／公衆衛生／社会的弱者
本稿の目的は、新型コロナウィルスによる感染症の押さえ込みが一定程度の成果をあげてきたことで世界的
にも評価されている東アジアの国や地域での対応を検討し、新たな都市間連帯の可能性を探ることである。
欧米の国々では都市封鎖を何度も経験しており、日本では初期対応の遅れが指摘されるなか、二度目の「緊
急事態宣言」の発出を余儀なくされている。一方、台湾をはじめ、韓国や香港では初期対応への成功が評価
された。本稿は、その成功の要因を探るため、とりわけ 2020 年 8 月までの出来事や対応を中心に検討し知見
を得ることにした。
各国の経験を検討した結果、台湾や韓国では、SARS や MERS の経験が活かされ、感染症への対応に必要な
制度や組織等の備えがあった点、そして情報公開の透明性や、信頼が持てる政治的リーダーの存在もあり、
コロナ禍への対応に迅速に乗り出すことができた点等が評価された。また香港では、政府への不信から市民
社会が積極的に対応に乗り出したことが成功要因の一つとして挙げられていた。今後は、これまでの対策の
効果をさらに検証し、災害対応等に有効な、新たな都市間連帯の可能性を模索していくことが求められる。

1．はじめに

された。1 月 13 日現在の世界の感染者数は、9 千万

本稿を執筆している今、世界をパンデミックに陥
れている新型コロナウィルス（COVID19） 感染症
1）

33 万 8 人（死者 195 万 4336 人を含む）にも及ぶ状
2）
況になっている 。

が依然として猛威を振るっている。既に多くの国々

昨年筆者は、2 月後半に韓国出張を、3 月末には台

では都市封鎖を何度も経験し、日本でも昨年春に続

湾における社会的不利地域に対する調査計画を立て

いて二度目の「緊急事態宣言」が発出された。昨年の

ていた。しかし各国で感染者が急増するに従い、韓国

一回目には、
「ソーシャル・デイスタンス（社会的距

出張は何とか予定通り行くことができたものの、台

離）
」をとりながらの「自粛生活」が 1 か月余り続き、

湾の調査は WHO による「パンデミック宣言（2020

感染拡大は収まったかのように見えた。しかしその

年 3 月 12 日）
」によって挫折してしまった。しかも

後気を緩めすぎたせいか、10 月以降に政府肝いりの

2 月末の韓国出張の際は、帰国直前に韓国中部の都市

経済振興策
「GOTO キャンペーン」
が本格化すると、

大邱で起きた新興宗教の信徒による集団感染によっ

次第に感染者が増え続け、年末年始を挟んで爆発的

て、関西空港に到着するまではそれこそ針の上に座

な増加が目立つようになった。その結果、今年に入り、

っているような緊張の連続であった。できるだけ人

11 都府県で二度目の緊急事態宣言の発出を余儀なく

との接触を避けるために乗車したタクシーでは、空

されるに至った。世界的には、イギリスや南アフリカ

港に近づいてきたら運転手がある場所を指さしなが

からの変異種や感染が広がり始めている。つい最近

ら、
「あそこが武漢から帰国した人々が出てきたとこ

アメリカでも変異種による感染の拡大が報告され、

ろです」と緊迫した表情で語った。

昨年 12 月 25 日には、日本でも変異種による国内感

新型コロナウィルスによるパンデミックは未だ進

染者が確認されたことが、厚生労働省によって報告

行中であり収束の見通しが立たない。しかし、東アジ
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アの国や地域では、昨年 12 月に武漢で感染が初めて

染症においても如実に証明されつつある問題と言

確認されてから対応が目まぐるしく変わるなかで、

5)
えよう 。

感染症の押さえ込みが一定程度の成果をあげてきた

以下では、東アジアの国や地域にとって大きな災

ことが世界的に評価されている。本稿では、既存の資

難となり甚大な被害を及ぼしている新型コロナウ

料や関連データ等を参考に、当時の各国・地域におけ

ィルス感染症拡大へのこれまでの対応について検

る対応を振り返りながら、ポストコロナ時代におけ

討し、知見を得ることにしたい。

る都市間の連帯の可能性について考えてみることに
3．東アジアにおける新型コロナウィルス感染症の状

したい。
これに当たり、発生当初から第 1 波の時期に当た

況及び対応

る 2020 年 8 月までの出来事や対応を中心に検討す

ワクチンや治療薬という強い武器を持たない現

るが、それ以降のデータにかんしても、ウェブサイト

状において、最大限の対応策として有効なのは、徹

等で確認できる場合は最新の状況を加えることとし

底した検査と隔離による感染拡大の防止だと言わ

た。

れている。この点で東アジアの国や地域は初期対応
に成功した。ここではその具体例について紹介する。

2．災害と不平等
現在全世界で猛威を振るっている新型コロナウ
ィルス感染症拡大の背景には、人類の移動の爆発的

3-1．
「K 防疫」で知られる韓国の新型コロナウィル
スへの対応

な増加や行き過ぎた開発、環境破壊による地球温暖

韓国では 2015 年に発生した「MERS（マーズ、

化等の問題も指摘されている。それにより生息域が

中東呼吸器症候群）
」の経験もあり、1 月に中国から

縮小した野生動物と人類との距離が縮まり、ウィル

帰国した男性の感染が確認されると、すぐに迅速な

スがヒト社会に入り込んでしまったのだ（山本、

対応に乗り出した。徹底した感染経路の特定や検査

2011・2020）
。昨年、世界保健機関（WHO）もパ

の実施、感染が確認されたら重傷者は陰圧対応の病

ンデミックと認定し、今も甚大な経済社会的な被害

院で治療を受け、軽症者は「生活治療センター」

をもたらしている。しかし、人種や経済格差等によ

に隔離される。これらの対策は世界中に紹介され、

って地域的な不公平さが拡大していることが、アメ

なかでも「ドライブスルー式」の検査方法は、日本

3)
リカの例から報告されている 。こうしたコロナシ

をはじめ多くの国や地域でも取り入れられた。その

ョックをある種の「災害」とみなすのであれば 、

他にも迅速な臨時診療所の設置による検査や治療

それによって最も負の影響を受けやすいとされる

対応等が行われた。一方、人権やプライバシーの問

人びとへの支援は、喫緊の課題として扱われるべき

題が指摘されたことはあるものの、防犯カメラやク

である。災害やその後の復興にかかわる先行研究の

レジットカード使用履歴等を利用した、移動経路の

多くは、自然災害によるインパクトが、個々人の脆

特定による疫学調査の徹底や、詳細な情報の公開、

弱さや置かれている状況の違いによって、不平等に

また、信頼の持てる専門家による市民向けの連日の

4)

6）

振り分けられることを指摘している（clark et al.,

定例ブリーフィング（写真 1 参照）などが功を奏し

1998）
。また、被災前の社会的脆弱性（pre-existing

て、4 月には感染者が一桁台で推移し、4 月 30 日に

social vulnerability）が、実際の復興支援プロセス

はついに感染者ゼロの日を迎えることができた。

においても不利に働くことも報告されている。この

昨年から筆者は、1980 年代に韓国の貧困地域を

ようにあらゆる災害による負の影響は、社会的マイ

対象とする支援活動に献身的に携わっていた当時

ノリティにとっては、生死を左右する問題となるこ

の実践家への調査を行ってきた。ところが、先述し

とを鑑みると、災害と不平等との相関性への関心と

た 2 月の調査からの帰国後には、感染者の増加によ

共に、よりいっそう弱者への配慮が求められる。こ

る往来の断絶によって調査を続けることができな

の点は、現在進行中でもある新型コロナウィルス感

い状況になってしまった。しかし幸いなことに、そ
11
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写真 1 連⽇⽋かせずにブリーフィングを⾏っている鄭
銀敬（チョン・ウンギョン）疾病対策本部⻑（後
に疾病管理庁⻑に就任。⽇本や世界のメディアに
何度も取り上げられた。
）
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した。同年 11 月にソウル市は、＜ソウル市感染症
対応総合対策＞を発表し、公的保険医療のインフラ
とサービスを総合的に改善するようになった。具体
的には市立病院の陰圧隔離病室を5倍以上に増やし
たり、
ECMO 等の治療や検査装備を大幅に拡充した
りした。また、感染症対策の最前線に立つ保健所の
対応能力の強化に加え、防疫装備の拡充、そして市
内 25 ある保健所に特別仕様の救急車を配備したの
である。また感染症発生による危機時に効果的に対
応するため、行政組織を整備する傍ら、関連条例を
制定して医療機関の損失や自宅隔離者等に対する
法律的支援を強化する「感染病の予防及び管理に関
する法律」の改正を積極的に政府に建議した。そし
て法律改正に併せ、＜ソウル市感染病現場措置行動
マニュアル＞についても補完修正を行った。これに

出所：https://news.v.daum.net/v/2020021314125582
（1 月 16 日閲覧）

よってソウル市は、感染病の猖獗に伴う公衆衛生上
の危機や、実際に感染が発生した場合に向けた環境
整備を進めることができたことが、今回の初期対応

の後現地団体の協力を得ることができたおかげで、

への成功につながったと評価されている。例えば当

5 月末からはZoom を介したインタビュー調査に切

時行った施策として最も注目すべきものとして以

り替えて 12 月まで毎週 2 回ずつ調査を実施するこ

下の 2 点があげられる。

とができた。現地団体のスタッフは、iPad を持って

まず一つに、短時間で診断が可能な「診断検査法」

インタビュー対象者の家や事務所、またはインタビ

を開発したことである。既存のコロナウィルス検査

ュー場所へ移動し、画面を介した調査実施が行われ

法（Conventional PCR）には検査期間が 1～2 日必

た。当時日本では緊急事態宣言が解除されてはいた

要という問題があった。韓国では 1 月 31 日から、

ものの感染者は増え続け、第 3 波と言われる秋以降

コロナウィルス診断だけを目的とした新しい検査

も大阪では連日多くの感染者が報道された。しかし

法、いわゆる「RT-PCR」を開発した。これによって

同時に、韓国ではそれとは正反対にみえる普通の日

検査結果は 6 時間以内に確認できるようになり、2

常生活が戻っている様子を、筆者は画面越しに見て

月7日からは民間病院でも迅速な診断が可能となっ

いた。

た。これが徹底した検査と隔離に成功した秘訣の一

一体韓国ではどのような対応が行われたのか、も

つである（ソウル特別市、2020）
。

ちろんその後も再度感染者が現れたりして収束は

次に、検査及び診療機関の整備である。全国 332

一筋縄にはいかなかったものの、その時点での体験

か所に「国民安心病院」及び 598 か所の「選別診療

は忘れることができない。以下では、上記した迅速

所」を設置し、検査や診療が行われるように整備し

な検査と隔離に加え、当時の韓国で感染症対応に関

た（金、2020、玄、2020）
。
「国民安心病院」とは、

連して取られたいくつかの先進的な事例について

院内感染防止のため、呼吸器疾患のある患者を他の

紹介する。

患者と分離して診療する病院である。韓国政府は、

3-1-1．新型コロナウィルス以前の感染症対策：新規

発熱、咳、呼吸困難などの症状がある者の疫学的関

感染症への備え

連性がない場合には「国民安心病院」を、疫学的関

韓国では 2015 年 5 月に MERS による感染者が

連性がある場合には「選別診療所」を訪ねて診療を

初めて発生し、186 名の感染者や 38 名の死者を出

受けることにしていた。ソウル市の場合、選別診療
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所を 24 時間運営し、7 名(医師 1、看護師 3、その

検査依頼を行った。
「無料炊き出しセンター」では、

他 3)体制の 2 交代で常住診療が可能にした（表 1 参

仕切りを設置し、ソウル駅の「路上診療所」では、

照）
。また、ソウル市は感染症の拡大に対応するため、

陰圧対応の隔離保護スペースを設置した。また、チ

「移動型選別診療所」の設置についても現在整備も

ョッパン密集地域には訪問検査等による支援も実

進めている（ソウル特別市、2020）
。

施した（写真２参照）
。

表 1 ソウル市の選別診療所検査状況（2020.6.3 現在）

3-2．初動対応が早かったのが功を奏した台湾の対応

区分

検査件数

％

続いて迅速な初期対応によって世界でいち早く

合計

289,812

100

感染症を抑えることに成功したと称賛された台湾

⺠間医療機関

101,948

35

の経験について考察してみよう。

公共選別診療所

187,864

65

出所：ソウル特別市（2020，44 ⾴）

3-1-2．社会的弱者への支援
ソウル市は、コロナ禍による低所得世帯等に対し、
ソウル型緊急福祉支援事業を実施した。そして、危
機状況に置かれている困窮世帯に対しては、
「生計
支援（最大 6 か月）
」
、
「住居支援（最大 12 ヶ月）
」
、
「医療支援（最大 2 回）
」等、
「緊急福祉支援事業」
、
「ソウル型緊急福祉支援事業」を行っている。また、
ホームレスの人びとと、代表的な社会的不利地域の
一つであるチョッパン（日本の簡易宿泊所に当たる）
地域に対しても対策を強化した。ソウル市における
ホームレスの人びとの数は 3,374 名（うち、路上
647、施設 2,727 名）で、チョッパン居住者は 3,085
名となっている（2019 年現在）
。この路上や施設利
用者を対象に、検査やマスク支給、手指消毒の支援
を行うと共に、症状がある場合は、選別診療所への

台湾では 2002～2003 年に発生した SARS（サー
ズ、重症急性呼吸器症候群）によって 84 名が犠牲
になった。当時台湾は WHO から排除されていたこ
ともあり、関連情報を受けることができず、専門家
による対応が遅れたという痛ましい経験を持って
いる（野嶋、2020）
。この反省からその後防疫対策
に力を入れ、
2004 年に米疾病対策センター
（CDC）
をモデルにした防疫の司令塔機関「国家衛生センタ
ー（NHCC）
」を設置し、公衆衛生の専門家の育成に
も努めた。また感染症の拡大防止のために一定の強
制的な措置を取れるよう「伝染病防治法」を大幅に
改正した（福岡、2020）
。これらの対応が、今回の
ような初期対応の成功に繋がったのだ。台湾では、
中国に対する不信感と中国からの脅威に対する危
機意識が強く、常に警戒心をもって対策を取ってき
たこともあり、今回もネット上の情報を基に早くか
ら武漢での異変を察知していた（松田、2020）
。こ
れにかんし、台湾は 12 月 31 日時点で WHO に報

写真 2 敦義洞（ドニドン）チョッパン地域で実施された PCR 検査の様⼦

出所：ソウル特別市報道発表資料（2020 年 12 ⽉ 17 ⽇）
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告し、WHO からも連絡を受け取ったという返信を

生学が専門で、2003～2005 年の SARS の時には行

もらっていたが、それ以上の対応は取られなかった。

政院衛生署署長を務めた人物だ。陳に代わって現在

しかしその後台湾では、いち早く専門家を武漢に派

副総統を務める頼清徳も医師出身であり、こうした

遣し状況を確認した。状況に異変を感じた中央政府

専門家の閣僚が危機の際に陣頭指揮を行うことが、

は、対策委員会を作って武漢からの入国者の検疫を

市民による信頼感をはじめ国民に対する対策の説

強化した（野嶋、2020）
。

明においても説得力の向上につながる。これは同じ

写真 3 台湾の健康保険に登録している居住者が購⼊可能
なコンビニエンスストアのマスク販売機

く医師出身である鄭銀敬が疾病対策本部長を務め
た韓国にも共通している点である。
また、陳時中衛生福利部長は、中央流行疫情指揮
センター（CECC）の指揮官で歯科医師出身である。
日本では緊急事態宣言が発出された際の記者会見
でも見られた通り、記者からの質問が続いているに
もかかわらず「次の日程がある」と切り上げて首相
のみならず専門家も退場してしまうことが往々に
してあった。しかし、台湾では何時間もかけて閣僚
が記者の質問に丁寧に答える姿が市民から好評を
博しており、陳氏はその中心的な人物の一人であっ
た（野嶋、2020、藤野、2020、写真 4 参照）
。
写真 4 外国メディア向けに記者会⾒する陳時中衛⽣福利部⻑

出所：https://tabilover.jcb.jp/twn/blog/ranking/post-70
(1 月 15 日閲覧)

1 月 20 日には台湾 CDC、
「中央流行疫情指揮セ
ンター」を設置した。その後、武漢からの帰国者に
よる感染者が確認されてからは、マスクの公的管理
やマスクの自主生産に乗り出した（写真 3 参照）
。
またマスクの配給には天才 IT 大臣ともいわれるオ
ードリー・タン(唐鳳)によるマスク在庫確認のアプ
ロの開発など、迅速な対応が続いた結果、4 月 14 日
には感染者がゼロの日を迎えることができた（野嶋、
2020）
。

出所：⻄⽇本新聞 1 ⽉ 16 ⽇付(外国メディア向けに記者会⾒する

台湾の陳時中衛⽣福利部⻑（衛⽣相）＝6 ⽇、台北市（共同）

写真｜【⻄⽇本新聞ニュース】

(https://www.nishinippon.co.jp/image/188567/)

以上で述べたように、台湾の成功背景には、SARS
の経験、そして中国との両岸関係に伴う日頃の警戒
態勢や情報確保という条件をあげることができる。

3-3．香港における新型コロナウィルスへの対応
香港は、1 月 23 日に最初の感染者が確認され、

しかしその裏には、何よりも信頼が持てる政府の対

その二日後の 25 日に緊急事態を発出し、他の東ア

応があったことは言うまでもない。そのような政治

ジアの国や地域と同様、感染の初期対応に成功した

的リーダーシップの代表として、蔡英文総統をはじ

地域であった。この理由に対し伍(2020)は、以下の

めとする政府閣僚が挙げられる。

四つをその成功の要因として挙げている。

前副総統（現、中央研究院）の陳建仁は、公衆衛
14

第一に、早い段階から学校を休校してマスク着用

東アジアにおけるポストコロナ時代の新型コロナウィルス感染症対策と連帯の可能性

を呼びかけ、海外から来た人に対する隔離や、ソー

わって（李、2020）
、社会の分断の一側面が露呈し

シャル・ディスタンスを取るよう指示した点である。

た。他にも移住民、とりわけ韓国系中国人（朝鮮族）

その中でも特徴的なのは外国からの入国者への対

への差別は、中国への嫌悪も重なり凄まじいものが

応で、14 日間の隔離の対象者には「リストバンドデ

あった。たとえば、育児コミュニティサイトなどに、

バイス」着用を義務付けた。これに伴い、指定場所

中国人や朝鮮族の子どもたちが通う保育園や学校

を離脱した人には厳しい罰則を科した。

に子どもを通わせることへの不安が書き込まれる

しかしそのような初期対応への迅速さにもかか

と、朝鮮族の集住地であるソウル南部の大林洞や加

わらず、香港政府は、市民のマスク着用など感染対

里峰洞の保育園では、80 パーセントの子どもが欠

策にかんしては消極的であった。それには香港特有

席せざるを得なくなったと報じられた（中央日報

の政治的事情があった。2019 年に逃亡犯条例改正

2020 年 1 月 29 日付、趙、2020 より再引用）
。

問題に端を発する政府への不信感が高まる中、政府
はデモ対策として、同年に「覆面禁止法」を制定し、

5．ポストコロナの時代を見据えて

集会参加へのマスク着用を禁じていたのである。こ

『ショック・ドクトリン：惨事便乗型資本主義の

れにかんして、専門家をはじめとする民間の有志や

正体を暴く』を著したナオミ・クライン（2011）は、

宗教・社会団体からの呼びかけや、マスクの制作及

自由市場主義の提唱者であるフリードマン（及びそ

び普及等の取り組みが広がった（伍、2020）
。他の

の教え子のシカゴ大学経済学科出身、
「シカゴボー

国や地域とは異なる香港の特徴として、政府への不

イーズ」
）がテロなどの出来事も含めて、あらゆる災

信感から市民社会が積極的対応に乗り出したこと

害によって人々が精神的な空洞に陥ることを好機

が挙げられる（伍、2020、倉田、2020）
。

として捉え、左派の排除をはじめとする福祉国家の
解体に取り掛かったと述べた。その代表的な例とし

４．ウィズコロナの中で困窮を極める人々への排除

て、アメリカのハリケーン・カトリーナやスリラン

以上、簡単ではあるが、2020 年 8 月までの東ア

カの大津波等が紹介されている。前者は災害後に公

ジア各地の感染症への対応を考察してみた。冒頭で

教育などの民営化をより加速化させたことや、後者

も述べたように、新型コロナウィルス感染症は現在

では大津波の後、海岸沿いの貧しい漁民が追い出さ

まだ進行中であり、二度目の緊急事態宣言が発出さ

れ、その土地が豪華リゾート事業者に売りさばかれ

れている日本では連日感染者数が高止まりの状況

た事実からもうかがい知ることができる。

を呈している。韓国も冬に入って第 3 波と言われる

ナオミ・ザック（2020）は、
「潜在的な不利の中

ほど感染者の著しい増加が報告されている。厳しい

に人種や階級のみならず、少なくとも障害や年齢と

状況が続く中、日本では昨年の一年間で自殺者が増

いった要素が含まれている」とし、大規模な災害に

加したとの報道があり、これについては、経済的な

際しては、それらの人びとへのいっそうの配慮を促

困窮や生活環境の変化等、コロナ禍による影響の可

している。コロナ禍の収束が見出せない中、ようや

能性が指摘されている 。冒頭で災害と不平等につ

く始まったワクチンの接種により、一部の豊かな北

いて触れたが、昨今は女性や高齢者・子ども、その

半球の世界は救われたかのような、希望に満ちた報

他の社会的弱者によりしわ寄せがきていることが

道が流れたりもする。しかしまだまだワクチンの確

推察される。台湾では、そもそも医療体制が脆弱な

保どころか変異種による感染が拡大している南半

台湾の原住民（とりわけ山地先住民部落）の罹患率

球の世界、そして北半球の中でも、より不利な状況

の高さが指摘されている（宮岡、2020）
。韓国では、

にいる地域やそこに居続けざるを得ない人びとへ

性的マイノリティが集まるディスコクラブで集団

の希望の光をどのような形で灯すことができるの

感染が起こり、性的マイノリティへの嫌悪や差別的

だろうか、現時点では、社会からの関心と手を差し

なまなざし（斉藤・芳賀、2020）が広がり、また保

伸べ合うことによってのみ、すべての人が健康で平

守的なキリスト教界からの強いバッシング等も加

和な日々を取り戻すことが可能になるように思わ

7)
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れる。また、本文でも指摘しているように、台湾や

略）
、災害には火災、洪水、嵐、地震、化学物質

韓国では、SARS や MERS の経験もあって、今回の

の流出、中毒性物質の漏洩・浸出、従来型の、ま

コロナ禍への対応に迅速に乗り出すことができた。

た核、生物兵器によるテロ、伝染病の蔓延やパン

現在まだ収束が見込めない状況ではあるものの、こ

デミック、電子通信の大規模停止、その他当局者、

れまでの対策の効果を検証し、東アジアの国や地域

または専門家が『災害』と指定するものを含むが

が、これまでの対応にかかわる情報を共有していく

これらに限られない」とし、その幅の広さを指摘

ことが求められよう。検証や共有に当たり、これま

している。一方、近年の災害の動向には、東日本

でに都市研究プラザが力を注いできた「東アジア包

大震災がそうであったように、複合災害として

摂都市ネットワーク」が、有効な役割を果たすこと

の様相を強く帯びている。こうした特徴に着目

を期待してやまない。

し「危機管理学」等の分野では、アメリカ等で取
り組まれている、あらゆる災害に対応する「オー
ルハザード・アプローチ」という概念の重要性を
指摘している。また、OECD も、自然災害によっ
て引き起こされた技術的な事故等のような、あ

【注】

らゆる災害に対応するための同様の取り組みや

1) Corona（CO）+virus（VI）+疾患（disease, D）

国際協力の重要性を指摘している（OCED、

の頭文字を組み合わせ、これに初めて報告された
年（2019 年）を意味する 19 をくっつけた名称で
ある。
2) WHO ウェブサイト https://covid19.who.int（1
月 14 日閲覧）

2018）
。
5) コロナ禍で職失い、公園転々 28 歳、支援受け
再起へ」
（朝日新聞 1 月 16 日付）
、
「コロナで税
収減、地方直撃 財源不足「10 兆円」試算も
障害者手当削減／病院への支出に上限／ホール

3) コロナ死者数、人種・民族に差：NY 市長『
「不公

断念」
（朝日新聞 1 月 18 日付）
、
「帰れぬ実習生、

平だ」
」
、朝日新聞、2020 年４月９日付。また、K

1000 人超が無職 コロナ特例の「転職」進まず

im and Bostwick（2020）は、シカゴにおけるコ

入国は昨夏以降４万人」
（朝日新聞 1 月 21 日

ロナ禍による黒人の死者の分析から、社会的なヴ
ァルネラビリティと健康リスク要因が大いに関

付）
6) コロナの長期化や第 2 波に備え、軽症及び無症

連していることを明らかにした。すなわちこれは、

状者に対する迅速かつ適切な医療サービス支援

新型コロナウィルスによる影響が自然災害とは

を行うため開設した。ソウルの太陵センターに

言え、コロナ以前より存在する人種的不平等や社

は医療・消防・警察合わせて計 129 名が配置さ

会的排除による影響が最も大きいと言えるため、

れ支援が行われた。

社会的に構築された問題である点に注目する必
要があると述べている。
4) 石（2018）は、こうした感染症の流行も「自然

7）自殺、11 年ぶり増 女性大幅増・小中高生過去
最多 昨年、速報値（2 万 919 人）
（朝日新聞 1
月 23 日付）

災害」とし、1988 年に国連とベルギー政府によ
って創設された「国際災害データベース（EMDAT）
」の中では、災害を「気象災害」
、
「地質災
害」
、
「生物災害」の三つに分類し、感染症は病虫

16

害などと共に「生物災害」に含まれていると紹介
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【参考資料】新型コロナウィルス感染症における世界の動き

年⽉
2019.12

世界の動向
【台湾】
（12/31）衛⽣福利部疾病管制署(台湾 CDC)、武漢肺炎を把握、検疫強化を指⽰。WHO に通報、
「中国
武漢で呼吸器系の感染症が発⽣し、患者が隔離治療を受けている」
。WHO から「受信した」と返事。

2020.1.1

【台湾】
（1/4）政府、2019 年 12 ⽉ 31 ⽇以降の武漢からの直⾏便 7 便の乗客、乗員合計 633 ⼈に検疫を実施。

〜15

【韓国】
（1/3）感染症危機情報の第 1 段階＜関⼼＞を発令
【韓国】
（1/10）疾病管理本部が感染病危機対策専⾨委員会を招集
【中国】
（1/3）中国当局より、病院不明の患者発⽣を WHO へ報告、⼈⼈感染の可能性は否定。
【⽇本】
（1/6）厚労省、武漢の原因不明肺炎の発⽣について、第 1 報をウェブサイトで発表
【台湾】
（1/12）⼆⼈の専⾨家を武漢の最新状況把握のため派遣。
【中国】
（1/11）武漢市当局が、61 歳男性患者の死亡を発表（初の死者）
【WHO】
（1/14）WHO の公式ツイッターで「⼈⼈感染の明確な根拠なし」
、同⽇の記者会⾒では「限定的な可能
性を指摘」
。
【⽇本】
（1/15）国内初の感染確認（武漢から帰国の神奈川県在住 30 代男性）

1.16~31

【台湾】
（1/20）台湾 CDC、
「中央流⾏疫情指揮センター」設置。
【台湾】
（1/21）武漢から帰国の台湾⼈⼥性の国内感染を初確認。
【台湾】
（1/22）武漢の団体客への⼊国許可取消し
【台湾】
（1/23）武漢からの旅⾏者の⼊国を禁⽌。⽔際対策本格化。陳時中・衛⽣福利部⻑が指揮センターの指揮
官に。
【台湾】
（1/31）指揮センター、マスクを中央政府の管理下に置く。
【韓国】
（1/20）初の新型コロナ感染者発⽣(中国から帰国した男性)。
【韓国】
（1/27）感染病危機警報「注意」→「警戒」
。
【⽇本】
（1/18）東京湾で屋型船の宴会出席者ら 10 ⼈以上が感染。国内初のクラスター確認。
【中国】
（1/20）中国の専⾨家が⼈⼈感染を認める。
【⽇本】
（1/21）
「新型コロナウィルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議」開催。
【WHO】
（1/22）緊急委員会の第 1 回会合開催。感染確認国で唯⼀台湾は招かれず。
【WHO】
（1/23）緊急委員会「国際的に懸念される公衆衛⽣上の緊急事態と判断するには時期尚早」と判断。
【中国】
（1/23）武漢市が都市封鎖開始。
【⾹港】
（1/23）初感染者確認
【⽇本】
（1/23）武漢の感染症危険情報レベルを「レベル 2：不要不急の渡航は⽌めてください」に引き上げ。
（1/29）武漢からの政府チャーター機第 1 便帰国（206 ⼈）
【WHO】
（1/30）国際的に懸念される公衆衛⽣上の緊急事態（PHEIC）宣⾔
【イタリア】
（1/31）中国との直⾏便の差し⽌め、⾮常事態宣⾔の発出。

2.1〜15

【台湾】
（2/6）中国⼈の⼊国禁⽌。マスク購⼊実名制開始。デジタル担当のオードリー・タン（唐鳳）政務委員
の指揮により、販売している薬局の場所や各店舗の在庫状況をネットで調べられるアプリが登場。
【台湾】
（2/7）14 ⽇以内に中国（⾹港・マカオを含む）滞在歴ある外国⼈の⼊国を禁⽌。
【韓国】
（2/4）⺠間企業が開発した診断キットを緊急承認
【⽇本】
（2/5）クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス（DP）号」で集団感染確認。
【中国】
（2/7）新型コロナウィルスの危険性にいち早く警鍾を鳴らした武漢の李⽂亮医師が死亡。
【WHO】
（2/11）新型コロナウィルス感染症の公式名称（
「COVID-19」
）を発表。
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【⽇本】
（2/13）国内初の死者（神奈川県の 80 代⽇本⼈⼥性）
2.16〜29

【台湾】
（2/16）台湾初の死者（運転⼿の男性で渡航歴なし。
）
。
【台湾】
（2/23）⽇本と韓国の感染症渡航情報をレベル 2（警告）へ引き上げ。
【台湾】
（2/25）
「新型コロナウィルスによる感染防⽌策を強化する特別法案」成⽴。
【韓国】
（2/16）累計感染者が 30 ⼈
【韓国】
（2/16）ドライブスルー検査の開始
【韓国】
（2/18）⼤邱の新興宗教団体「新天地イエス教会」で集団感染が発覚。
【韓国】
（2/20）初めて死者発⽣。
【韓国】
（2/23）感染病危機警報を「深刻」へ格上げ。
【⽇本】
（2/16）
「新型コロナウィルス感染症対策専⾨家会議(第 1 回)」開催。
【⽇本】
（2/25）政府より、
「新型コロナウィルス感染症対策の基本⽅針」が⽰される。
【⽇本】
（2/28）北海道、緊急事態宣⾔。⽂科省、全国の⼩中⾼校などに臨時休校を求める通知が出される。

3.1〜15

【台湾】
（3/18）台湾と⽶国、新型コロナウィルスの防疫で異例の共同声明を発表
【韓国】
（3/2）⼤邱地域を中⼼に「⽣活治療センター」開所（ソウルは 3/16）
【韓国】
（3/6）PCR 検査⼀⽇最⼤ 1 万 8199 件
【韓国】
（3/9）公的マスク（5 部制）販売開始
（3/10）ソウル・九⽼区コールセンターでクラスター発⽣
【⽇本】
（3/1）クルーズ船、乗員・乗客計 3711 ⼈全員の下船完了。
【WHO】
（3/12）新型コロナ、
「パンデミック」認定。
【⽇本】
（3/13）
「新型コロナ対応の特別措置法成⽴」

3.15〜31

【⽇本】
（3/30）志村けんさん死去(新型コロナ感染で肺炎発症)、東京五輪・パラリンピックの延期。

4.1〜15

【台湾】
（4/1）蔡英⽂総統、マスク 1 千万枚を感染が深刻な国の医療従事者らに寄付すると表明。
【台湾】
（4/3）公共交通機関でのマスク着⽤を義務化
【台湾】
（4/12）台湾プロ野球、無観客でシーズン開幕
【台湾】
（4/14）指揮センター、新規感染確認ゼロと発表。3 ⽉ 9 ⽇以来 36 ⽇ぶり。
【韓国】
（4/1）全⼊国者に 2 週間の⾃⼰隔離を義務化
【韓国】
（4/15）第 21 代国会議員選挙実施
【⽇本】
（4/1）安倍⾸相、政府対策本部で全世帯を対象に 2 枚ずつ布マスクを配布する⽅針を発表。
【世界】
（4/2）感染者 100 万⼈、死者 5 万⼈超える。
【⽇本】
（4/5）国内の死者が 100 ⼈超える。
【⽇本】
（4/7）7 都府県に緊急事態宣⾔発出。
【中国】
（4/8）武漢の封鎖措置を 2 か⽉ぶりに解除。
【フランス】
（4/8）死者 1 万⼈超え、外出制限を強化。

4.16〜30

【台湾】
（4/21）台湾から寄贈のマスク 200 万枚が⽇本に届く。
【韓国】
（4/27）⾃宅隔離違反者への「安⼼バンド」
（電⼦追跡バンド）実施
【韓国】
（4/30）国内感染者ゼロに
【⽇本】
（4/16）緊急事態宣⾔を全都道府県に拡⼤
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【中国】
（4/24）WHO に 32 億円寄付へ。
【世界】
（4/25）オンライン署名サイト「Change.org」
、WHO 事務局⻑の辞任求める署名、100 万⼈突破。
【⽇本】
（4/30）経済対策で国⺠⼀⼈当たり⼀律 10 万円の現⾦給付や中⼩企業などの⽀援策を盛り込んだ 2020
年度補正予算案が成⽴。
5.1〜15

【台湾】
（5/8）台湾プロ野球、世界に先駆け観客⼊りの試合を実施。
【韓国】
（5/6）
「ソーシャルディスタンス」→「⽣活防疫」へ移⾏
【韓国】
（5/7）梨泰院クラブでクラスター発⽣
【中国】
（5/15）台湾の WHO オブザーバー参加に断交反対を表明。

5.16〜31

【台湾】
（5/18）外交部、WHO 総会への招待状が届かなかったと発表
【台湾】
（5/20）蔡英⽂総統、中華⺠国第 15 ⼤総統に就任。
【台湾】
（5/31）感染者 442 ⼈、死者 7 ⼈
【韓国】
（5/20）⼩中⾼、段階的に登校開始
【韓国】
（5/25）⼤⼿ E コマース企業クーパンの物流センターでクラスター発⽣
【WHO】
（5/18）第 73 回年次総会、テレビ会議⽅式で開催。台湾のオブザーバー参加認めず。
【⽇本】
（5/20）⾼野連、夏の全国⾼校野球、戦後初の中⽌決定。
【⽇本】
（5/25）全国で緊急事態宣⾔解除
【世界】
（5/31）感染者 601 万⼈、死者 36 万 8000 ⼈
【⽇本】
（5/31）感染者 16,679 ⼈、死者 892 ⼈

6⽉

【韓国】
（6/22）第 2 波に備えたソウル市対策を発表

7⽉

【韓国】
（7/10）カラオケ等選別的営業の再開
【韓国】
（7/20）社会福祉施設の段階的運営の再開
【韓国】
（7/27）⻘年 5 千⼈に「希望仕事」を⽀援
【⽇本】
（7/22）
「Go To トラベル」開始

9⽉

【⽇本】
（9/16）菅内閣が発⾜

10 ⽉

【⽇本】
（10/1）
「Go To トラベル」に東京発着が追加

11 ⽉

【⽇本】
（11/1）
「⼤阪都構想」が否決される。
（11/6）新型コロナの影響、失職 7 万⼈超え

12 ⽉

【英国】
（12/8）新型コロナのワクチンの接種開始
【⽇本】
（12/14）
「Go To トラベル」全国で停⽌を表明
（12/25）新型コロナの変異型を国内で初確認（空港検疫）

2021 年 1

【台湾】
（1/14）感染者：842 ⼈、死者：7 ⼈

⽉ 14 ⽇

【韓国】
（1/14）感染者 7 万 728 ⼈、死者 1,195 ⼈
【世界】
（1/13）感染者数は 9000 万 33 万 8 ⼈（死者 195 万 4336 ⼈を含む）
【⽇本】
（1/13）感染者 300,573 ⼈、死者 4,232 ⼈

資料：台湾：衛⽣福利部疾病管制署（https://www.cdc.gov.tw）
、野嶋(2020)、韓国：疾病管理庁（http://ncov.mohw.go.kr） 、ソ
ウル特別市（2020）
、⽞武岩（2020）
、伍嘉誠（2020）
、⻫藤・芳賀（2020）
、
「2020 年あの⽇」
（朝⽇新聞 2020 年 12 ⽉ 30

⽇付）
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