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 初めてご連絡致します。コロナ対応によるこの国の衰滅を強く憂う者です。それを解決

するために精一杯考えた方策をお伝えします。なお、尾身様が教駒卒と知り、63 期の息

子が持っている若葉会会員名簿にて、17 期の尾身様のご自宅住所を調べました。 

 最初に自己紹介します。私は東大の工学部 都市工学科を卒業し、ＪＲ東日本に勤務し

た後、交通コンサル会社である(株)ライトレールを創業し、現在 58 才です。近年は鉄道

の専門家として一定の認知を得て、時々テレビ出演して鉄道に関する解説もしています。 

 都市工学の使命は、様々な制約条件や人々の感情等を全て斟酌した上での社会最適を求

めることと理解しています。私は 2/27 の総理の一斉休校要請を聞き、全業種の売上減を

助長し、世界同時株安を加速させ、世界大恐慌を招くと直感しました。強い危機感を覚え、

コロナに対して情緒論や局所最適でなく合理的な社会最適を練るべく、作成及び情報発信

した以下を同封しました。 

  3/13 付：新型コロナウイルス感染症対策のご提案 

  3/11 付：コロナに応じた過剰自粛が社会を衰滅させるのでは？ 

  3/7 付：過剰なコロナ対応は本当に必要か？ 

  3/1 付：コロナへの適切な対応により社会機能の維持を！ 

 3/13 付が尾身様にご提案したいもので、他３つにて様々な論点を整理してあります。

コロナ対策は１．の１行目に記した社会最適に基づき実施されるはずでしたが、人々は患

者数が医療対応に迫るかにお構いなく「感染ゼロ」のみを希求し社会・経済が大きく衰滅

しています。尾身様には大変な失礼となりますが、私の率直な意見をお伝えします。 

 3/8 のＮＨＫ『日曜討論』にて、グラフを指して「北海道では高いラインの入口まで行

き、知事の緊急事態宣言は適切だった。」と発言されましたが、客観的に見て「北海道全

土で 100 人の感染者と数人の死者は低いラインよりさらに下」ではないでしょうか。 

 また、3/9 に専門家会議は「一定程度持ちこたえている」との見解を発表しましたが、

客観的に見て「インフルエンザの 1000 万人罹患と１万人死亡に対応している日本の高度



な医療水準に比し、1000 人強の感染者と 10 数人の死者は極めて低水準」ではないでし

ょうか。 

 また、人類が繰返しのパンデミックを人口一定数の免疫抗体獲得により克服してきたこ

とは、門外漢の私が言うまでもありません。感染を医療水準よりはるか低レベルに抑制す

ることは、むしろ人口一定数の免疫抗体獲得を遅らせ、人々の行動制約の期間を長引かせ、

社会・経済の衰滅をより深刻化させませんか。 

 現在、諸外国も中国・日本に倣って徹底的な行動制約を進め、世界的に社会・経済の衰

滅がとめどなく進み、世界大恐慌が深刻化する一方です。 

 医療の専門家として国民の危機意識を不足させて感染爆発を起こしてはならないとの使

命感も、ＷＨＯがパンデミック宣言を出した中で自粛を緩和する発言をすることの難しさ

も理解します。 

 しかし、今この国で求められているのは、客観的な数値に基づいた専門家による社会最

適を指向した処方箋です。基本方針の通り、重症化防止に全力を尽くした上で、医療対応

の限界に収まる範囲で感染を受入れ、できるだけ短期に収束させるべきと考えます。それ

が世界中でのコロナ脅威克服のモデルとなり、世界大恐慌の魔の悪循環を止める力になり

ます。さらに、早期のコロナ脅威克服こそが東京五輪の開催にも結び付きます。 

 以上、感染症も医学も専門でない者が大変な生意気を申上げました。しかし、今の「感

染ゼロ」をひたすら追及する対処が継続したままでは、日本も世界も大変なことになると

強く危惧します。政府は今後、専門家会議の報告に基づき判断するとしています。この国

の行く末を憂う国民の１人として、局所最適でなく社会最適の処方箋を出されることを強

く強く念願します。 

敬 具 
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新型コロナウイルス感染症対策のご提案 
 

2020 年 3月 13 日 

 

１．『対策の基本方針』の内容と現在の窮状 

  ※2/25 決定内容（厚労省ＨＰより） 

・基本方針は「社会・経済機能への影響を最小限」としつつ「感染拡大の効果を最大限」 

・人々は患者数が医療対応に迫るかにお構いなく「感染ゼロ」のみを希求し社会・経済が大きく衰滅 

 

２．過剰自粛は世界大恐慌を導く 

・国民は総理のイベント自粛・休校要請や専門家会議の回避標準を上回って会合や行動を過剰に自粛 

・ほぼ全業種の売上減・業績悪化・株価下落・所得減を招き、諸外国も同様となり世界大恐慌を誘導 

 

３．コロナ克服の社会最適策 

・客観的に評価して、全国の感染者 1,000 強と死者 10 数名は日本の医療水準に比し極めて低レベル 

・一部感染者が重篤となるが、それは従来型コロナも同様で、社会を衰滅させるほどの自粛は過剰 

・国民に健康行動を継続しつつ自粛を最小化することを求め社会・経済機能を回復させるべき 

・高齢・若年者で感染後の重症化率・致死率が大きく異なる新型コロナの特性を踏まえた自粛基準に 

 

４．具体的なコロナ対策 

・以下を国民共通の理解に 

  感染の拡大「抑制」のみが必要であり、感染「ゼロ」の追及は世界大恐慌を導く 

  人類は繰返しのパンデミックを人口一定数の免疫抗体獲得により克服してきた 

・軽症者への自宅療養の推奨を含め検査・医療体制を徹底的に整備 

・体調不良時の休養、手洗い・マスク・消毒等の健康行動を国民に徹底的に要請 

・大規模または長時間の会合に 60代以上は原則参加禁止、50 代は参加自粛を検討 

・会合の自粛基準を明確化し、地域別に患者数が医療対応に迫りそうなら基準を強化、余裕なら緩和 

  当面２週間は 500 人程度以上のイベントに限定 

  それ以外は「喚起の悪い密閉空間」and「多くの人が密集」and「近距離での会話や発声」に限定 

  深夜までの実施、体調不良・過労での参加等、免疫力を低下させる行動を禁止 

  休校は原則取りやめ、患者数が医療対応に迫りそうな地域に限って実施 

・自粛基準外の会合や観光行動・出張は通常通りに実施し全国民の力で社会・経済機能を回復させる 
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コロナに応じた過剰自粛が社会を衰滅させるのでは？ 

2020年 3月11日 

【窮状と打開策】 

 東海道新幹線の利用者が56％減です。クルーズ船、屋形船、

文化・スポーツ・観光関係、飲食店、給食納品業者、交通事

業者・・、コロナ対応の自粛と休校により、多業種の売上げ

や非正規雇用者等の所得が激減し、株価は暴落です。このま

までは、中小零細企業の倒産や大企業の業績悪化が続出し、

株価はさらに連鎖下落し、経済困窮による自殺も増加します。 

 ＮＨＫ世論調査にて、一斉休校「やむなし」69％、「過剰な

対応」24％であり、イベント自粛「やむなし」はさらに高率

でしょう。私は、そんな社会の空気に全く逆行し、この国の

行く末を憂え、コロナ脅威克服と社会混乱最小化ののための

社会最適として、過剰な自粛と休校の即刻取りやめが得策だ

と考えます。 

【現実的な提案】 

 しかし、現状の空気ではそんな言説は一顧だにされないの

で以下を提案します。 

 ・自粛は総理要請の範囲に限定し、それ以外のイベント・

会合は積極的に開催 

 ・休校は地域の感染状況と医療対応を科学的に比較し地域

別に臨機応変に設定 

 ロジックは以下です。 

 ・検査体制を整備して正確な感染者が分かれば致死率は極

端に高くないと判明 

 ・新型コロナの病原性は強くなく感染拡大しても社会を衰

滅させる大病でない 

 ・過剰自粛をやめた後の人的被害よりこのままの社会衰滅

の方が遥かに悪影響 

 ・パンデミックに対し人類は一定数が免疫抗体を獲得する

ことで克服してきた 

 とは言え、上記は容易には社会に受入れられないでしょう。

それがどうしてか、集団心理面も踏まえて整理してみました。

関係者を非難する意図は一切なく、社会をより良くするため

の考察です。 

【コロナ対策の本質が理解されず】 

 以下は厚労省が作成した「新型コロナウイルス対策の目的

（基本的な考え方）」です。 

 コロナ脅威を克服するためにすべきことは、「医療対応の限

界」を超えないように「感染の拡大を抑制」し「患者の増加

スピードを抑え」「流行のピークを下げる」ことです。決して

感染をゼロとすることではありません。そのことが国民にも

メディアにも為政者にも理解されていないことが最大の問題

です。 

 

 2/25 の「基本方針」では、「患者の増加のスピードを可能

な限り抑制」とともに「社会・経済へのインパクトを最小限

に」と決定したのに、皆が前者ばかりを希求し後者がないが

しろにされています。 

【定量的な考察なき判断と報道】 

 本来は、医療対応の体制強化に対して感染者・重症者が追

い付きかねない数なのかを冷静に評価すべきです。しかし、

メディアは「感染拡大止らず！」「○日で感染者倍増！」など

と日々報道し、新たな都道府県で感染者が発見されるたびに

知事や政令市長が記者会見をします。そのため、国民全体に

コロナ感染は重大事だとの意識が過剰に広まりました。 

 例年、国内でインフルエンザに1000万人が罹患し１万人が

死亡するので、クルーズ船と武漢チャーター便帰国者を加え

ても1,000人強の感染者と10数人の死者は、日本の医療対応

からしたら極めて低レベルです。そもそも人間の寿命は有限

なのですから、どんな対応をしても死者をゼロにするなど無

理です。 

 3/9 の専門家会議の見解「爆発的な感染拡大には進んでお

らず、一定程度持ちこたえている」は、あえて極論すると、

社会を悪しき方向に誘導する誤った評価ではないでしょうか。

冷静に数字を追うと、「感染は極めて僅かであり、日本の高度

な医療水準に比して極めて低水準」に見えます。 

 「持ちこたえている」と報道されて全国に過剰自粛の意識

が継続し、経済の悪化がさらに深まります。「依然として警戒

を緩めるべきでない」は当然としても、論理的に考察するな

ら、それは一定程度の健康行動で充分と推察され、過剰自粛

を継続すべきとの結論には結び付きません。 

【正確な感染者数も致死率も不明】 

 未だに重症化するか感染者と濃厚接触するか等しないと検

査されません。一方、専門家会議は「感染した人はほとんど

が無症状ないし軽症」「感染の拡大が既に日本各地で起きてい

る可能性もあり」と表明しています。 

 だとすると、クルーズ船と武漢チャーター便帰国者を除く

感染約500人は発見数に過ぎず、実数は遥かに多く、死者７
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人と組合せて計算した致死率 1.4％は過大評価となります。

感染症の専門家の間では数十万人だろうとの意見もあり、そ

れより遥かに少なく７万人としても致死率は 0.01％となり、

例年のインフルエンザの致死率0.1％を大幅に下回ります。 

 一方、コロナ感染と分からぬまま肺炎等で死亡した例も相

当あるでしょう。今後、検査体制を整備して無作為抽出検査

も実施し、感染者数と致死率をできるだけ正確に推定するこ

とが、社会最適を実行するベースとなります。 

 少なくとも、社会全体への健康行動の普及により、従来の

インフルエンザと組合せた致死率は極端に高くはなく、社会

を壊滅させるほどの過剰自粛は不要と予想します。 

【過去のパンデミックの克服】 

 人類は常に感染症との戦いを重ね、繰返しのパンデミック

（感染症の世界的な大流行）を克服して生き延びてきました。

14世紀のペスト大流行は世界人口を4.5億人から3.5億人に

減らした、100年前のスペイン風邪は世界人口20億人弱の内

の５億人に感染し0.5～１億人が死亡したと言われます。 

 いずれのパンデミックでも、罹患・回復した人は免疫抗体

を獲得し、それが一定数を超えるとパンデミックの脅威を克

服できます。新型コロナは大半の人が無症状または軽症なの

ですから、緩やかに感染を広めることは集団予防接種と見立

てることもできます。 

 新型コロナが脅威とされる理由の１つは直接の治療法や治

療薬がないことですが、それは通常の風邪も同様で大半は本

人の免疫力で回復します。ごく一部の重症者へ手厚い治療を

施せる体制は、関係者の努力により着々と整備されています。 

【過剰自粛】 

 2/26の総理要請は「多数の方が集まるような全国的なスポ

ーツ、文化イベント等については、今後２週間は中止、延期

又は規模縮小等」であり、3/10 の総理要請はその 10 日間程

度の継続でした。 

 ところが、10～20人の会合も、期限よりはるか先のイベン

トも、自粛要請されていない観光も出張も軒並み中止となっ

ています。１人１人が過剰自粛するほど社会はどんどん衰滅

し、影響を受けた人達の窮状を思うと不憫でなりません。 

 コロナ感染は重大事で「自粛しない＝悪」との空気が社会

に広まったためです。感染リスクの極めて低い開放空間の公

園で免疫力の高い少人数の子供が遊んでいると自治体へ苦情

が届き、公園を閉鎖する有様です。 

 50～100 人くらいの結婚式など中止する必要は全くないは

ずなのに、それに出席すること自体がコロナを広める悪行と

いう空気で、開催しても人が集まりません。休校による給食

納品業者や時間給の非常勤講師の窮状に加え、塾も休まざる

を得ず、学校と違って授業料が入らず大変な状況です。休校

は子供達の学力低下にもなりかねません。 

 

【安全側の判断や説明が社会を苦境に、皆を不幸に】 

 「感染は極めて僅か」と評価し、その後に大感染・死者続

出にでもなったら大変だとの判断はよく分かります。雨と予

報して晴になったら怒られないけど、晴と予報して雨になっ

たら怒られるのと同じです。 

 しかし、そのためにメディアが「コロナ脅威は重大事」と

報道し、全国民がさらに過剰反応することにより、結果的に

皆が不幸となる現実は残念でなりません。 

 3/9 の専門家会議の見解にそのことが典型的に表れていま

す。「喚起の悪い密閉空間」かつ「多くの人が密集」かつ「近

距離での会話や発声」の場合は、感染しやすいので避けるよ

うにと解説しているのですが、読む方はそう読みません。 

 「自粛しない＝悪」との空気の中では、「かつ」が「または」

に置換わるどころか、人が集まること自体がいけないと拡大

解釈します。専門家は堂々と「３条件いずれかが異なる会合

は問題なし！」「社会を衰滅させないよう条件外の会合は積極

的に開催を！」「外出の手控えも無用！」と断言して欲しいで

す。 

【整理されていない情報の過大発信】 

 １番の根幹である「感染の拡大抑制のみが必要で、ゼロと

する必要はない」すら、メディアで正しく報道されず、国民

にも為政者にも理解されないのは、行政が整理されていない

情報を過大発信していることも一因だと感じます。 

 厚労省・首相官邸・内閣官房それぞれがコロナに関するＨ

Ｐを持ち、日々膨大な情報を掲載しています。状況を知り正

確に判断するのに肝となる感染者数を整理した表は、やたら

細かい分類をして一目では内容を理解できません。 

 全体的に、ボリュームばかり多く、大切な点と瑣末な点が

混在した未整理のまま掲載されている印象です。何回か出て

いる専門家会議の見解も、長文の割に大事なポイントは僅か

で、メディア関係者すら報道前に全文を読みきれず、大切な

点が理解されない、国民に伝わらないように思います。本件

に深い関心を寄せる私ですら、公開されている膨大な政府情

報のごく一部にしか目を通せません。 

【論点の整理】 

 別紙のようにFaceBookに論点を整理して投稿し、ネット上

での議論も展開しています。 

 上記は3/7に書き、途中のpdfは3/1に書いたものなので、

過剰な自粛と休校の即刻取りやめを提案していますが、現時

点では本メールの冒頭に書いた【現実的な提案】をします。

全面的な賛成は容易に得られずとも、社会の窮状を救う術を

考えるヒントもあると感じたら、お知合いへお広め下さい。 

 くれぐれも申上げますが、本提案はコロナの病原性が強く

ないことが前提で、そのことは検査体制の整備とともに明ら

かになるはずです。また、コロナを際限なく感染させる必要

はなく、手洗い・マスク・消毒等の対応は継続すべきです。 



過剰なコロナ対応は本当に必要か？ 

2020年3月7日 

 コロナ対応の自粛と休校により、飲食店、量販店、文化・観光・旅

行関連、交通事業者、給食納品業者、甲子園の旅館・・・、ほぼ全業

種の売上げが、仕事が、雇用が減り、国民の所得が、消費が減り続け

ています。経済ショックは生活苦や自殺を生み、人命にも影響します。 

 さらに今後、企業決算が発表され次々と業績悪化が明らかになると、

株は連鎖下落し、法人税収も激減します。各家庭の子育て負荷増に嫌

気して少子化がさらに進みます。自粛と休校が長引くほど魔の悪循環

がどんどん続きます。 

 そこまでしてコロナ感染を封じ込めることは必要でしょうか。参考

になるのが、日経2/5付の日本感染症学会の理事長のインタビュー記事

です。 

 専門家の言から感染が拡大しても一大事でないことが分かります。 

 ・感染者数は日本でも増えているが重症例はない 

 ・新型コロナウイルスは特別恐ろしいものではなく普通の風邪のウ

イルスに近い 

 ・国内の感染者の肺炎は～普段なら肺炎と診断されない程度 

 ・中国で死者が多い理由は～医療事情の違い、日本は医療へのアク

セスがよい 

 ・ワクチンも治療薬もないので油断は禁物だが抗生物質などにより

対処はある 

 一方、人類は、繰返し襲ってきたパンデミック（感染症の大流行）

に対し、一定数の人が感染・治癒して免疫抗体を獲得することで克服

してきました。 

 冷静に比較考量するなら、社会を衰弱させるほどに過剰に応答して

まで感染を徹底的に抑制するより、むしろ重症者へ医療対応できる範

囲で感染を広げ、国民の一定数が免疫抗体を獲得することによりコロ

ナ脅威を克服する方が得策だと言えます。 

 別紙に論点を整理しました。体制を整備しつつ以下を国民に分かり

やすく説明した上で、過剰な自粛と休校の要請を撤回し、社会機能の

低下を食い止めるべきと考えます。 

 ・新型コロナの病原性は強くなく感染者は無症状が多い 

 ・罹患しても免疫力を高めることで大半は軽症で済む 

 ・一部の重症者へは最善の治療を施せる体制を整える 

 ・コロナ脅威は国民一定数の免疫抗体の獲得により克服 

 ・日本のコロナ脅威克服はその後の世界モデルになる 

 なお本意見は、新型コロナウイルスの病原性が強くないことが前提

です。もし病原性が強く致死率・重症化率が高いのであれば、会合や

外出は今以上に自粛しなければいけません。新型コロナウイルスの病

原性が強くないからこそ、過剰な自粛と休校の取りやめを提案します。 

 冒頭に貼付けた図は厚労省が作成したもので、適切なコロナ対応を

練る上での本質が盛込まれています。本記事を読み、多くの人が図の

意味を正しく理解することを願います。感染をゼロにする必要はない

のです。 

 私の専門の都市工学の使命は、様々な制約条件や人々の感情等を全

て斟酌した上での社会最適を求めることです。コロナに対し、「百年に

一度の大脅威」「人の命は何より重い」といった情緒論や、「死者を１

人も出さない」「感染者を撲滅」といった局所最適にならず、社会最適

を考案・実践しなければ、この国は大変なことになってしまうと強く

危惧します。 

 休校の影響による休業補償も、コロナ検査へ保険適用すると同時の

本人負担補助も、その原資は税金です。これから、企業業績悪化で法

人税収が減り、個人所得減で所得税収・住民税収・消費税収が減る一

方で、歳出を野放図に増やし、政府財政はますます悪化します。 

 日本は教育水準が高く、国民は充分に理知的です。メディアが「コ

ロナ脅威は国民一定数の免疫抗体の獲得により克服」を分かりやすく

解説すれば国民は理解し、またその過程において一定の人的被害があ

っても、過剰な自粛と休校による被害よりは軽微と理解されると信じ

ます。 

 メディアは感染者の発見を、軽症なことに触れずセンセーショナル

に報道し、国民に危機感を植え付けています。「自粛も休校も受入れな

ければ」「オールジャパンで痛みを分かち合おう」との、あの大戦時と

同じ情緒的な空気が広がっていると感じます。 

 新型コロナウイルスは特別恐ろしいものではなく普通の風邪のウイ

ルスに近いのです。1000人の感染者など、通常年のインフルエンザ感

染者1000万人と比べごく僅かです。人間の生命は有限で、日本国民は

毎日3,000人前後が死亡します。仮にその内の３人の死因が新型コロナ

になったとしても0.1％です。元々インフルエンザで毎年１万人が亡く

なっています。 

 交通事故の死者は年々減り続けても年3,000人くらいで、働き盛り・

子育て盛りの人も含め毎日約10人が亡くなっています。それを以て全

国の自動車利用を全面禁止あるいは自粛要請したら、社会は大混乱で

す。自粛と休校による経済ショックの悪弊を冷静に斟酌しましょう。 



コロナへの適切な対応により社会機能の維持を！ 

2020 年 3月 1日 

１．過剰な対応による社会機能の低下 

 過剰な自粛や休校は、あらゆる売上げを、仕事を減ら

し、解雇と倒産を生む一方、政府要請への全国民・組織

の対応や各家庭での子育て負荷の増大により、余計な労

働が増え、社会機能が低下している。そして、多くの国

民の所得が、消費が減り、低所得家庭を生活苦が襲う。 

 政府が「深刻な影響を受ける中小企業や臨時休校で仕

事を休む会社員などを支援」と説明しても、国民１人10

万円の補償だけで13兆円を要し、日本財政にそんな余力

はない。 

 また、コロナに伴う特需が発生するマスクメーカー等

の一部業種を除き、ほぼ全業種の企業収益が悪化し、世

界同時株安を加速させるだろう。政府要請による日本発

の不況を生み、世界大恐慌の引き金を引きかねない。 

２．新型コロナの病原性は強くない 

 今回のコロナは、感染性は強い一方で病原性は強くな

く、重症率や致死率は低い。従って、重症者を迅速・的

確に選別して最適な治療を施す体制を整備すれば、感染

をゼロに近付ける必要はない。 

 すべきことは、下図のように、急激な爆発感染により

医療対応の限界を超える“医療崩壊”を招かないために

感染拡大を抑制することと、医療対応の限界を向上させ

ることである。休校により小さな子を持つ医療従事者が

出勤できず医療レベルを低下させるなど本末転倒だ。 

 

 過剰な自粛や休校をしてまで感染をゼロに近付けよう

との判断は、ある自民党議員がブログに書く「国民が受

ける多大な心理的・経済的負担と感染拡大のリスクとの

比較衡量」をしたら、適切とは言えない。 

 「オールジャパンで痛みを分かち合う」といった情緒

論でなく、ウイルスの特性や社会システムを理解した上

での科学的判断に基づく最適策こそが求められている。 

３．適切なコロナ対応 

 生物としての人間など、か弱いもので、人類は過去に

何度もパンデミックを経験し、今後も新型ウイルスの脅

威は繰返し襲うだろう。そして、交通システムの発展と

ともに感染は高速化・広域化する。 

 過去のパンデミックでは、生き残った人々が免疫抗体

を獲得することで再度の大流行から逃れてきた。新型コ

ロナは世界的な感染を食い止められなかった以上、残さ

れた克服策は国民一定数の免疫抗体の獲得しかない。 

 コロナの感染は、副作用率が若干高い予防接種になぞ

らえられる。感染者の大半は無症状または軽症で済み、

基礎疾患や高齢で免疫力の低下した人が重症化すること

は副作用と位置付ける。重症者へ最善の治療を施しても、

さらに一部の人は死に至ってしまうが、人間の寿命は有

限であり避けようがない。 

４．現行のコロナ対応は情緒的 

 中国でのコロナによる死者 3,000 人弱は、冷静に数量

分析すれば大事件ではない。日本だけで毎年インフルエ

ンザに 1,000万人が罹患し１万人が死亡している。 

 中国の交通事故による死者数は、ネット検索では最新

情報や年間最多を見つけられないが、2013 年に 26 万人

以上だったとＷＨＯが 2015年に発表した。１日700人強

であり、コロナの3,000 人弱は４日分に過ぎない。 

 当然ながら、「負担とリスクを比較衡量」し交通事故の

死者数を以て自動車を全面使用禁止にするなどあり得ず、

世界のコロナへの対応が情緒的で過剰なことが分かる。 

５．過剰な対応の撤回 

 体制整備を進めつつ以下を国民に分かりやすく説明し

た上で、過剰な自粛と休校の要請を撤回し、社会機能の

低下を食い止めるべきだ。 

・新型コロナの病原性は強くなく感染者は無症状が多い 

・罹患しても免疫力を高めることで大半は軽症で済む 

・一部の重症者へは最善の治療を施せる体制を整える 

・コロナ脅威は国民一定数の免疫抗体の獲得により克服 

・日本のコロナ脅威克服はその後の世界モデルになる 

 武漢の高死亡率は爆発感染による“医療崩壊”を招い

たためだ。世界一の日本の医療体制は、過剰な自粛と休

校を取りやめた後のコロナ感染に確実に対応できよう。 

 さらに、一般にウイルスは高温・多湿に弱く、中国人

の来訪が北海道より多い沖縄に感染が広がっていないこ

とから、日本全体に春が訪れるとともにコロナは収束す

る可能性が高いと予想される。 

 東京五輪も、仮に５月下旬時点で世界的にコロナ感染

が収束する確証が得られなかったとしても、医療体制の

整備により重症率・致死率を充分に下げられることを確

認できれば、中止する必要はない。 

※厚労省ＨＰより 




