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今年7月に実施された台湾の「漢光演習」
。中国を念頭に大規模な軍事演習が行われた

テンセン台北事務所長

ことができるかは定かではない︒中国

しかし︑今後も台湾が存続し続ける

集部注・金門砲戦︒第二次台湾海峡危

て１カ月以上続く爆撃を開始した︵編

は︑中華民国︵台湾︶の金門島に対し

１９５８年８月︑中国の人民解放軍

より複雑な訓練に多くの投資をするよ

つあり︑台湾有事に備えて先端技術や

い﹂と述べた︒習主席は忍耐を失いつ

の世代に先送りし続けることはできな

人民解放軍の近代化に投じられてい

続けることは国家安全保障上の優先課

たかもしれないが︑
﹁存在﹂を維持し

利といえるほど喜べるものではなかっ

台湾にとってその結果は︑全面的勝

つ︑
﹁中国は 世紀半ばまでに台湾を

情報コミュニティーの一部の人間が持

もしれない︒
より懸念が持たれるのは︑

隊にする﹂という目的を達成できるか

解放軍を２０４９年までに世界級の軍

る予算を見る限り︑習主席は︑
﹁ 人民

題だ︒ 年に︑中国大陸を力で取り戻

台湾の﹁存続﹂は可能になった︒

反撃︒その後戦闘は膠着状態に陥り︑

う指示していると言われている︒

の習近平国家主席は︑
﹁台湾問題を次

は︑台湾の金門島で行

の良き隣人としての力を持ち続けると

オレゴン州出身。ジョージ・Ｗ・
ブ ッ シ ュ 政 権 下 の 2003〜05 年、
国務次官補代理（東アジア太平洋
担当）
。トランプ政権では国防次
官補（アジア太平洋の安全保障担
当）
。現在は米国笹川平和財団の
理事などを務める。

月下旬︑米国在台湾協

Randall Schriver

いう︑気概を維持してきている︒

元米国防総省国防次官補
（アジア太平洋安全保障担当）

会のブレント・クリス

ランドール・シュライバー

機とも︶
︒台湾は米国の支援もあり︑

われた戦没者慰霊祭に出席した︒

8

中国による台湾への圧力が強まるなか︑日米のさらなる協力が不可欠だ︒
米国防総省でアジア太平洋安全保障担当国防次官補を務めた筆者がその重要性を説く︒

激変する安保 鍵を握る台湾
日米政府への６つの﹁提言﹂
NATIONAL STRATEGY

すことをあきらめて以来︑台湾は誰も

しれない﹂という見解である︒

侵攻・占領する能力を持つに至るかも
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脅かすことなく︑地域の︑そして世界
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なぜ起こる？ 韓国の﹁反日﹂気運
歴史に学び隣国認識の再考を
慰安婦問題の合意破棄︑元徴用工訴訟における大法院判決など︑課題山積の日韓関係︒
日本は目先の局面で一喜一憂せず︑
﹁繰り返されてきた歴史﹂を踏まえた対応をすべきだ︒

1965 年京都市生まれ。京都大学
大学院文学研究科博士後期課程単
位取得退学。
専門は近代アジア史。
近著に『東アジアの論理』
（中公
新書）
『
「中国」
の形成』
（岩波新書）。

﹁平和﹂への祈りが捧げられている︒

り例年どおり︑各地で

暑だった︒そしてやは

年どおりというべき酷

動きがあいついだ︒日本政府もいわば

国際信義・国際法に違背する韓国側の

およそ日本では考えられないような︑

﹁徴用工﹂訴訟での大法院判決など︑

いわゆる慰安婦問題の合意破棄︑元

ではさらに日貨排斥まがいの運動まで

日本の風景はコロナ禍のため︑集会の

海を隔てた隣国の韓国は︑同じ８月

起こり︑いよいよ﹁反日﹂の気運が高

対抗して︑輸出管理厳格化など︑事実

日を﹁光復節﹂と称し︑日本からの

規模が小さくなったくらいで︑
ほぼ
﹁例

景にあるのはいうまでもない︒

京都府立大学文学部教授

上の報復措置にふみきったから︑韓国

年の終戦記念日は︑例

岡本隆司

年どおり﹂だったといってよい︒

今

Takashi Okamoto

ある︒
歴代の大統領が演説をおこない︑

植民地支配離脱の日として祝う風習で

必至と見られていた︒

復節﹂
の大統領演説にも反映するのは︑

まっている︒それが
﹁例年どおり﹂
︑﹁光

ところが今年の演説は︑どうも﹁例

年どおり﹂でない論調だった︑と話題

ぬ文政権こそ︑
それを顕著にしている︒

大統領もかわらない︒いな︑ほかなら

合う準備ができており︑今も協議の扉

﹁韓国政府はいつでも日本政府と向き

フレーズ︒

になっている︒たとえば以下のような

日韓関係のかつてない冷え込みが︑背

批判的な対日姿勢は︑現任の文在寅

する場にもなってきた︒

てそれを反省しない現在の日本を批判

半島を植民地化した往年の日本︑そし
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Wedge Special Report

新型コロナ
こうすれば共存できる
坂元晴香、武藤義和、堀 成美、詫摩雅子、小林俊介、木村正人、齊藤 誠 、土居丈朗、中西輝政
編集部（櫻井 俊、吉田 哲、川崎隆司）
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新型コロナは〝ただの風邪〟ではない
でも、恐れすぎる必要もない

日本や諸外国ではなぜ「感染対策と社会経済活動の両立」という戦略をとろうとしているのか。

新型コロナの特性を踏まえ、われわれはどのようにこのウイルスと向き合えばいいのか。

文・坂元晴香 Haruka Sakamoto

慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室特任助教

０１９年 月末︑中国

染症︵ＣＯＶＩＤ

︒

新型コロナウイルス感

は武漢市に端を発した

12

19

万人が亡くなったとされる

84

︵ 年８月 日現在︶
︒

染 し︑

に広がり︑全世界で２５０６万人が感

以下︑新型コロナ︶は瞬く間に世界中

2

31

たい︵ 頁図参照︶
︒

ナの基本的な特性をおさらいしておき

を考えるにあたり︑まずは︑新型コロ

症と向き合っていけばいいのか︒それ

では日本は今後どのようにこの感染

新型コロナの
基本的な特性とは

スの間で苦しんでいる︒

ロールと社会経済活動の再開のバラン

が︑多くの国では新型コロナのコント

に向けて社会変革を試みる動きがある

欧 米 を 中 心 に〝 New normal
〟
︵日本
では︑
〝新しい生活様式〟と訳される︶

きな社会的・経済的制約を受けている︒

ために︑日本も含めた世界中の人が大

ることながら︑新型コロナを制圧する

数・死者数のインパクトの大きさもさ

新型コロナそのものによる感染者

20

新型コロナの特性の一つにあるの

22

20
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「してはいけない」はもうやめよう
今こそ連帯促す発信を
社会経済活動を再開する前に、感染症との闘いで傷ついた人々の不安を

どうケアすれば良いのか。科学コミュニケーションの専門家である二人に聞いた。

Masako Takuma
Narumi Hori

科学ジャーナリスト
感染症対策
コンサルタント

│

スに関する情報提供をしてきました︒

でニコニコ生放送で新型コロナウイル

ーターたちと一緒に︑４月から７月ま

詫摩 堀さんや同僚の科学コミュニケ

と思います︒

メージを受けた人々へのケアが必要だ

なる感染症との闘いで傷つき︑心にダ

しそうですね︒半年以上にわたる未知

きなり社会経済活動を再開するのは難

堀 みんなの不安が高まっており︑い

ていますがそれは可能でしょうか︒

大防止と社会経済活動の両立﹂を掲げ

ね︒
﹁してはいけない﹂が繰り返され

と発信すれば良かったかもしれません

ょう﹂などのポジティブな代案をもっ

詫摩 あるいは﹁近場の探検をしまし

と思います︒

いたら︑受け手の印象はだいぶ違った

う工夫できるかを合わせて伝えられて

しても行かなければならない場合はど

なかったとは思います︒ですが︑どう

なり得るのかが誰もわからず︑致し方

初は新型コロナがどのくらいの脅威に

け声として出されてしまいました︒最

けない﹂という表現が︑一方通行のか

はやめましょう﹂といった﹁してはい

そこに寄せられた視聴者のコメントで

ると︑それを守らなかった人を﹁悪﹂

︶政府は﹁感染拡

も﹁宅配便の段ボールはすべてアルコ

とみなすような空気が生じてしまいま

編集部︵以下︑

ールで拭いたほうがいいんですか？﹂

す︒いわゆる﹁自粛警察﹂と言われる

ような人も出てしまいました︒

といった不安の声がありました︒人に
よって新型コロナの受け止め方はバラ

ぞれに何ができるのかを考えていく必

ります︒個別事情を考えながら︑それ

詫摩 ６月まで厚生労働省に設置され

を名指しする発言が目立ちました︒

や﹁若者﹂といった特定の場所や人々

政府や行政の会見では﹁夜の街﹂

要がありそうです︒

ていた新型コロナウイルス感染症対策

│

堀 今回の新型コロナ対策の大きな反

専門家会議は︑３月２日に若者︵ 代

バラですし︑地域によって状況も異な

省がそこにあります︒一つ一つの不安

〜 代︶に対して﹁皆さんが︑人が集

ミュニケーションが成立していませ

丁寧に説明する場がほとんどなく︑コ

命を救えます﹂と発信しました︒

で︑多くの人々の重症化を食い止め︑

まる風通しが悪い場所を避けるだけ

の声を聞いて︑科学的根拠に基づいて

10
ん︒
﹁３密を避けましょう﹂
﹁県外移動

30

詫摩雅子
堀 成美

28

本では新型コロナウイ
騒ぎになった︒

スター発生のニュース
招聘教授はすぐに自らのフェイスブッ

フロンティア研究センターの宮坂昌之

免疫学の第一人者︑大阪大学免疫学

が断片的に速報され︑
クで注意を呼びかけた︒
﹁これは実に

ルスの感染者数やクラ

不安が無闇に増幅される︒新型コロナ

宮坂氏はＰＣＲ検査についても﹁コ

危ない話︒医学的にしっかりとしたエ

ら日本のコロナ報道を考えてみた︒

ロナ報道でどうして希望者全員にＰＣ

との共生が必要になる中︑恐怖を煽る

﹁ウソみたいな本当の話で︑ウソみた

Ｒ検査ができないのかという論調が多

ビデンスが得られていないうちに︑マ

いな真面目な話﹂と大阪府の吉村洋文

いが︑無理な理由がいくつもある﹂と

メディアに国民は翻弄されている︒１

知事が８月４日の府知事・大阪市長共

警鐘を鳴らしてきた︒手間と金がかか

スコミで公表し︑さらにそれを一般の

同ジャーナリスト会見で切り出した︒

り︑偽陰性が出るＰＣＲ検査はスクリ

９８０年代から﹁科学コミュニケーシ

宿泊療養施設の軽症者に﹁ポビドンヨ

ーニング用に使うのは難しいためだ︒

方々に勧めるというのはまずい﹂
︒

ード﹂を含むうがい薬で１日４回うが

﹁現場あるいは研究をしっかりとはご

吉村知事は﹁コロナにある意味︑打

であれこれ言うより︑本物の専門家に

る﹂と発熱者やその家族︑接待を伴う
飲食店の従業員︑介護・医療従事者に

歯切れのよい吉村知事の発表にポビ

の︑過去の失敗を教訓に 年代後半か

英国は欧州最大の被害を出したもの

使用を呼びかけた︒

ドンヨードを含むうがい薬を販売する

﹁人が犬をかむ﹂ニュースが
人々の不安と恐怖をあおる

任せたほうがいい﹂と釘を刺した︒

が陽性でなくなった﹂というのだ︒

10

ち勝てるんじゃないかとすら思ってい

存じない〝医学博士〟がテレビや新聞

いをしてもらったところ﹁ 人中９人

ョン﹂のあり方を模索してきた英国か

日
ードを使ったうがい薬が消えてしまう

都内のドラッグストアからポビドンヨ

明治ホールディングスの株価は高騰︒

てきた︒

切な科学コミュニケーションを検討し

ら政府と科学者︑メディア︑社会が適

80
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煽る報道、翻弄される国民
科学報道先進国・英国に学べ

日本では新型コロナに関するさまざまな情報が流れる中、英国では大衆紙の報道でも科学的に「的確」なことが多い。

この違いをもたらす要因は、英国が数々の「失敗」から学び、積み重ねてきた科学コミュニケーションにある。

文・木村正人 Masato Kimura

ジャーナリスト

SAKURA HIRAI

36

土居丈朗
齊藤 誠

Makoto Saito

Takero Doi

名古屋大学大学院
経済学研究科教授

慶應義塾大学
経済学部教授

緊急措置として︑
齊藤 私も同感です︒

）政府は新型コロ

編集部（以下、

全員支給は仕方がなかったとしても︑

に感じています︒受給者に現金支給す

ては本当に有効な政策だったのか疑問

興特別所得税﹂という形で︑震災後に

た︒
例えば︑
東日本大震災の際には︑﹁復

を同時並行でつくると思っていまし

得税を増税するというパッケージで政

とは切り離されてしまいました︒つま

ところが︑今回の定額給付金は所得

で︑財源論は最初から棚上げされたま

策を講じるならまだしも︑現時点でそ

万円を

り︑国民のだれもが費用負担しない形
当初は、特定の世帯に

ま︑本当の意味での〝ばらまき〟をし

の政治的圧力があったと考えます︒つ

することになった背景には︑
〝反緊縮〟

れている業界︑例えば飲食・観光・旅

言が解除されてもなお︑苦境に立たさ

を追い風にして︑タガを外すことに加

政治的不満が
﹁新型コロナという危機﹂

する﹂という財政健全化路線に対する

２５年までに基礎的財政収支を黒字化

本当の意味で支援が必要な人たちに給

算規模よりもはるかに少なく︑
しかし︑

たと思います︒そうすれば︑今回の予

して給付する仕組みを考えるべきだっ

近年、国の補償は膨らみ続ける

齊藤 ﹁避けられない国民の損失は国

傾向にあります。

─

と思います︒

付できる仕組みができたのではないか

安を解消してほしい﹂ということだっ

なく︑
﹁いつ収束するか分からない不

ことです︒民意は﹁もっと出せ﹂では

担してしまったのではないか︑という

まり︑
﹁

館業などに携わる人たちにこそ︑持続

同じ財源があるならば︑緊急事態宣

支給することになっていました。

いかと思います︒全員に 万円を支給

てしまった︒

30

土居 本当はそれで良かったのではな

─

うなっていません︒

10

％への消費増税﹂や﹁２０

10
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ウィズコロナ時代における政策決定のあるべき姿を聞いた。

─

ナウイルス対策として、約１２０兆円

経済的に十分な余裕のある人からは︑

る政策手段は︑日本では年金︑生活保

税金を払える人から所得税とは別枠で

税金など何らかの形で回収する仕組み

にのぼる財政出動を実施しました。
万円の特別定額給付金につい

護︑児童手当などに限られます︒高所

回収する仕組みを設けました︒

土居

得者に限っては 万円を配った後で所

10
10

たのではないかと思います︒
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こうすれば共存できる

新型コロナ
特集

Part 4

タガが外れた10万円給付
財政依存から脱却し
試行錯誤を許容する社会へ

全国民への〝ばらまき〟施策は国の財政規律を狂わせる。

０２０年を迎えて︑世
界史は大きな変動期に
入った︒年初来始まっ
た新型コロナウイルス

え︑
﹁１００年に一度﹂と言われる世

単なる公衆衛生上の問題をはるかに超

によるパンデミックが世界に広がり︑

2

界史的な衝撃を人類社会に与えてい

SAKURA HIRAI

世界は動乱の時代を迎え︑結局 年の

る︒かの衝撃をきっかけに︑その後︑

まさに世界史的なパンデミックであ

９１０年代末のスペイン風邪以来の︑

万人にも及んでいることだ︒これは１

もたらした極めて大きな衝撃である︒

される経済の落ち込みは︑コロナ禍が

が分かる︒今後も各国での拡大が予想

の平和と繁栄に直接関わっていること

社会と政治の安定︑ひいては国際秩序

二次世界大戦につながる世界秩序の崩

世界恐慌にみられる大混乱を招き︑第

に入り︑米中の緊張はコロナ禍の責任

とりわけ米中対立の激化である︒今年

第三の衝撃は︑国際政治上の激震︑

ことである︒日本の４月〜６月のＧＤ

界全体に大変な衝撃をもたらしている

第二は︑足元の経済の落ち込みが世

は﹁技術覇権﹂をめぐる対立という次

たが︑あくまでも﹁貿易戦争﹂あるい

構造の深まりについては指摘されてき

高まっている︒これまでも米中の対立

と香港問題をめぐり︑極限近くにまで

Ｐ速報値は︑年率換算でマイナス ・

果関係が存在する︒

壊を招いた︒そこには一連の歴史の因

29

った︒世界の主要国の落ち込みはさら

８％であり︑戦後最大の落ち込みとな

りはるかに広汎かつ複雑な構造で︑し

り状況は一変し︑かつての米ソ冷戦よ

元にとどまっていた︒しかし今年に入

リスポンド圏は同 ・８％だった︒

る数字の問題で捉えてはならない︒雇

ら想起するに︑経済の落ち込みは単な

がバイデン前副大統領であろうが︑現

次期大統領がトランプ大統領であろう

は８月 日現在︑２５００万人を超え

衛生上の被害である︒全世界の感染者

第一は︑人類全体に与えている公衆

戦までの歴史をみれば︑雇用の問題は

を形成するものである︒第二次世界大

るのか﹂
を問い︑
自らの人生観や価値観

を通して﹁自分は何のために生きてい

らである︒多くの人間は︑日々の仕事

も大きく影響すると考えられ︑それが

いるが︑米中対立はコロナ禍の行方に

るのか﹂ということに関心が集まって

方とともに﹁新型コロナはいつ収束す

日本では︑国民の多くが新政権の行
への大きな衝撃は３つある︒

る︒
その衝撃の一つに︑
８月末の日本の

間もなく︑
米大統領選挙を迎えるが︑

インパクトを及ぼしている︒

かも緊張度が高く︑世界秩序に大きな

に深刻で︑アメリカは同 ・９％︑ヨ

27
ーロッパユーロ圏は同 ・３％︑イギ

32

40

年代に起きた世界秩序の大混乱か

59

在の米中対立の流れは大筋において

30

用すなわち失業の問題は人間のアイデ

文・中西輝政 Terumasa Nakanishi

首相交代劇も含まれるかもしれない︒

内憂外患の今、日本は歴史の教訓に学び、
「真の民主主義国家 」へ脱皮すべきだ。

は︑もはや変わることはない︒

コロナ禍による経済危機と中国の膨張 ─。戦間期の状況と通じる部分がある。

ンティティーの根幹に関わるものだか

Part 5

このコロナ禍が与えている世界秩序

京都大学名誉教授

るが︑特に衝撃的なのは︑死者数が

84
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国内の「分断」を防ぎ
日本は進化のための〝脱皮〟を
31

こうすれば共存できる

新型コロナ
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クルマ作りの鍵握るITの論理
ようやく踏み出した日本メーカー
8月、トヨタ自動車はアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）との協業拡大を発表した。

その背景には、自動車メーカーにも「ITの論理」によるクルマ作りが求められていることがある。
文・西田宗千佳 Munechika Nishida

MUNECHIKA NISHIDA

ソニーが自社開発する電気自動車「VISION-S」

「
自

動車業界は１００年に

一度の変革期にある﹂

と言われる︒その変革

の中でも中核となる変

化が﹁自動車のソフト化とアップデー

ト対応﹂だ︒

ソニーが作る
﹁IT的な発想﹂の車

２０２０年１月︑
ソニーは自社で
﹁Ｖ

ＩＳＩＯＮ Ｓ﹂という電気自動車を

ＩＯＮ Ｓは主に日本・欧州のチーム

開発中であることを公表した︒ＶＩＳ



開発責任者で同社執行役員

な機能がソフトウェアで〝アップデー

の連携するＩｏＴに近づく︒さまざま

概念としてはサーバーとクライアント

とソフトウェア制御の比率が上がり︑

泉氏はその狙いを﹁電気自動車になる

ＡＩロボティクスビジネス担当の川西

の か？

給も考えていない︒ではなぜ開発する

を予定しておらず︑ＯＥＭとしての供



ソニーはＶＩＳＩＯＮ Ｓの市販化

を走る試乗会も行われている︒

ないが︑一部プレス向けにソニー社内

に戻ってきた︒公道を走れる状態では

機材のうち１台が︑この７月末︑日本

が連携して開発を進めているが︑開発
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