感染症の専門家から
は、「次第に感染率が高
まるが、同時に、弱毒化
していき、最後は普通の
風邪の一種になる」とい
う予想がもっともらしく
発表されたりしました
が、感染力は確かに変異種
「え？まだコロナに罹っ
になって非常に高まったも てないの？ウケるｗ古代人
のの、弱毒化するどころか、 かよｗ」
重症化率も高まっているよ
二〇三〇年、東京オリン
うで、ますます人類の脅威 ピックは数年前からくも開
になってきています。
昨今、 催されたもののバッシング
死亡者数の増え方は第３波 の嵐で日本人のモチベーシ
のときよりも少ないように ョンは下がりに下がってい
見えますが、季節のせいか た。経済は瀕死の状態、内
もしれません。
需は下がる一方で輸出企業
第４波では、多くの人が は電気自動車製造の事情に
自粛生活に耐えきれず、街 より外貨を稼げずにいる。
に繰り出し、どんちゃん騒
街は一見活気があるよう
ぎし、その場で感染すると に見える。
いう、まったく知性のかけ
人々はすでにマスクの着
らも感じられないケースが 用が必要でないことを理解
増えています。
し、代わりに首から見慣れ
本学創始者である、平生 ぬものをぶら下げている。
釟三郎氏の有名な言葉に、
政府からひとりあたり一
「常に備えよ」というもの 台支給された”感染症陰性
があります。コロナ禍に対 デジタル証明書”通称デジ
して「常に備える」ために シロである。
必要なことを考えると、そ
感染症に罹っていない、
れは、状況の予測が必要と もしくは罹ったとしても治
いうことが見えてきます。 癒した、ワクチンを規定回
つまり、予想しないと備え 数射った等理由は様々であ
よ う も な い と い う こ と で るが、これがあることで疑
す。
心暗鬼を生まず『ソーシャ
そこで、今回は、ゼミ生 ルディスタンシング』は遠
全員に、コロナ禍がどのよ い過去の遺物となった。
うに終焉を迎えるのか、予
まあ、クロがシロにする
測してもらいました。ほと ために偽造などする事件は
んどの人は、終焉というも ときどきニュースになって
のが見えない状況を予測し はいるが平和な世の中が訪
ています。それほどこれは れていた。
深刻なのでしょう。その中
で、大森君と石川さんは、
地球温暖化はとどまると
物語風に将来の予測をして ころを知らず、海水温は上
くれました。
がり続けている。
ネットニュースの アナ
ウンサーはそのことを告げ
ながら、生きた人間と変わ

らず真顔と笑顔を使い分け 売を始め、あるふらふらし
ている。『不気味の谷』を ていた者がチャンス到来と
すっかり超えた存在として ばかりに新たなビジネスを
受け入れられて数年。「・ 始めた。
・・では最後のニュースで
南米を訪れ今日午前帰邦
す。・・・南米で感染症と したこの男もそのうちのひ
見られる症状により日本人 とりである。彼は降り立っ
一名が重体・・・未だ原因 た関西国際空港の空気を胸
はわかっていません・
・・。 いっぱいに吸って、それか
0分 ら小さな唸り声とともに吐
それでは各地域ごとの1
ごとの天気予報をどうぞ・ き、長時間のフライトに疲
・・。」
労した脚をわざと大きく動
かすように歩き出し１階到
二〇一九年に発生したと 着ロビーを出た。
思われる新型コロナウイル
スは二〇二〇年～二〇二一
数日後、眠りから覚めた
年にかけて病院、病床を圧 彼は異変を感じた。
迫し医師看護師ともに疲弊
熱があるようで体が怠
の日々であった。コロナ以 い。まだ熱が上がるのか悪
外の感染症や疾病で患者を 寒もする。
診ることができず病院経営
南米で世話になった友人
をずたずたにし、増やさね に帰国の連絡をしたが返事
ばならない病床がより一層 がなく、別の現地の友人に
減少していくという悪循環 連絡しようかと思っていた
を生んだ。政府は医療に介 ところの急な自覚症状だっ
入することで医療従事者の た。
給与が上がる等多少の良い
「風邪かな・・・病院行
影響があったものの、やは こ。」と自分に言い聞かせ
りどこかずれていて誰しも る よ う に 軽 く 言 っ た も の
が納得する”大岡裁き”つ の、感染症に対してセンシ
まり三方一両損のような顛 テ ィ ブ す ぎ る 世 の 中 で あ
末は期待できなかった。
る。ひとたび何かしらの感
染症患者と周りに知られた
飲食店や小さな個人商店 ら…想像に堪えない。
にはじまり零細企業中小企
業はそんな煽りをもろに喰
らい軒並み消えた。まるで
ゲバルトのように傷を負っ
て消えたのだ。ただ新たに
始める者も多数いた。ある
者は家庭が経済的に苦しく
なり辞めた大学の近くで商

れた。
鏡を渡され顔を見ると赤
彼は覚悟を決めて首から
デジシロを掛け、外に出る いぶつぶつができていた。
ことにした。まだ彼のデジ 気づかなかったが腹にもで
シロにはシロマーク（感染 きている。
「水疱瘡ですか？本当
症に罹っていない証明）が
表示されている。なので周 に？」
問い詰める彼に医師は透
りの人は気づくわけもなく
通行人に紛れてみたのだ。 明マスク越しに優しく宥め
しかしそうしてみたものの る よ う に 言 い 聞 か せ て き
罪悪感で押しつぶされそう た。
「そうですよ。あなた渡
になりながら病院へと足早
航前に予防接種しなかった
に歩く。
でしょう？駄目ですよ。こ
その時すれ違いざまひと んなご時世だし感染症対策
りの女性が彼の顔をじーっ はちゃんとしないと。」
と見つめてくる。
あ、それからそれからと
突き刺さる視線に気づき 付け加えこれから高熱が出
彼は思わず目を逸らした。 て苦しむので栄養の摂れる
「この人！病気です 」 ものを用意するようにとＱ
金切り声に体中の毛が逆立 Ｒコードを渡された。
つような感覚を覚えて彼は
「これ読み取って読んで
慌てる。
ね。次の診察のタイミング
『なぜだ、
なぜばれた？』 とか色々書いてあるから。
体が怠くて逃げようにも はいお大事に。」と首から
走ることができず、彼はた 掛けた彼のデジシロに”水
だ足早に―といっても周り 疱瘡（症状軽度）”と登録
から見れば普通の速度で― しながら医師は言った。
病院に向かおうとする。だ
が周囲から半径３メートル
現地の友人も水疱瘡だっ
は容赦なく距離を取られウ たと、生死の境を彷徨った
ェアラブル端末のカメラ部 と、如何に熱に浮かされ大
分をこちらに向けられる。 変な思いをしたかと懇切丁
ＳＮＳに投稿されてしまえ 寧に書かれたメッセージを
ば瞬く間にバッシングの的 数日後受け取った。
となり感染症なのに外出し
新たな感染症ではなくて
たと非難されるのは目に見 皆が安堵した。しかし彼は
えている。
通行人にばれて叫ばれた時
彼はまだなぜ知られてし のことを思い出して暗い気
まったのかがわからないま 持ちになった。これからも
ま服を顔まで引っ張り上げ 人々は感染症に対して過剰
て隠すようにして重い体を な恐れをいだき、罹った者
引きずって逃げ出した。女 を糾弾し煽られるがままに
性は彼の顔を見て病気だと 叩く。
悟ったのだ。つまり顔に何
かしらの症状が出ているの
人は恐れる生き物だ。た
だろう。
だし、”正体がわからない
ものに”という枕詞が付
く。わからない時代には雷
は恐れられたであろう。台
風の進路が予測できない時
代にどれほど人は無力だっ
ただろう。
『幽霊の正体見たり枯れ
尾花』という言葉がある。
恐れを持って見るとなんで

!
!

もないススキですら幽霊に
見えてくるのだ。目に見え
ない感染症の原因となるウ
イルス、細菌も同じような
ものだ。わからないから恐
れる。恐れるからもっと正
体が見えなくなる。
正しく知り、そして恐れ
るべきものが何なのかとい
うことをバイアスなしに考
えることで恐れを克服する
ことはできる。

永久凍土をご存知だろう
か。
ずっと凍ってきた土地
だ。ウイルスがそこに凍り
ついたまま眠っている可能
性がある。このまま地球温
暖化が続き海水温が上がる
と氷が溶ける、つまり今ま
でずっと凍ったままの地か
ら目覚めようとしているウ
イルスがあるというのだ。
そしてそれは人類が出会っ
たことのない未知のウイル
スだ。
それが目覚める時はそう
遠くない。
人類が本当の意味で感染
症から解放される時という
のは、誰しもがもう手遅れ
であることに気づいた時、
かもしれない。

_
_

「水疱瘡ですね。抗生物
質出しとくんで。」
人っ子ひとりもいない病
院の待合室で心臓が押しつ
ぶされそうになりながら受
付ロボットに病状を説明し
て、少し待ち通された内科
の医師に開口一番そう言わ
I
A

「お前が女だったら乗せら
れるのに。」
なんの脈絡もなく、向か
いに座る親友の大作は続け
た。
「頭もいい。顔もいい。稼
ぎもそこそこ。こんないい
物件は他にはないんだけど
な。男なんだよなあ。」
右頬を２人席のテーブルに
付け、左手でビールのグラ
スを軽く握る彼はもうすで
に出来上がっている。
「それはお前もだろ。それ
に、名前だけでいうなら、
お前の方が女っぽいよ。」
僕の真浜という下の名前
と、彼の蘭という下の名前
を頭に浮かべ、僕はそう告
げた。
時短営業中にもかかわら
ず、高架下の小さな居酒屋
は彼のように出来上がった
人の笑い声で埋め尽くされ
ている。
僕たちが座る席はちょう
ど、壁に平行に設置されて
おり、僕も左肩を壁にくっ
つけて座っている。右には
人１人通れる通路を挟ん
で、カウンター席があり、
店員同士の注文のやり取り
もよく聞こえる。
彼のビールグラスの汗が
１つ２つと流れ落ち、テー
ブルとの接着面に貯まり、
結露のコースターを作る。
「俺もホーム画面を彼女と
のツーショットにしてえ。」
そう言うと、彼はテーブル
に突っ伏して静かになっ
た。
僕は手元の焼酎のグラス
をあおり、空になったグラ
スと、テーブルにできた水
の円もどきをじっと見つめ
た。ちょうど右の通路を通
りがかった店員さんに、僕
は飲んでいたものと同じも
のを追加で頼んだ。彼が起
きるまでもう１杯分くらい
はかかると僕は知っていた
からだ。
目の前で寝ている大作蘭
は大学の同級生だ。彼とは
赤レンガで有名な大学の神
学部で知り合った。人数の
少ない学部であること、自
宅の最寄りの駅が近いこと
もあり、彼とは大学生活の
多くの時間を共に過ごし
た。就職先はもちろん違っ
たため、卒業後は疎遠にな
るかと思いきや、共に実家
から通勤できる会社に就職
したため、卒業後もこうや
って、毎月第２土曜に飲み
に行く仲である。
こんなに頻繁に僕と飲み
に行ってるうちは、いいひ
となんてできないよ。まし
てや入社式もオンラインだ
った僕らは、会社の歓迎会
・親睦会での出会いに期待
できないのだから。氷の角
が丸くなったグラスを回し
ながら、あと数分で起きる
であろう彼に念を送ってや
った。
それから３週間後の日曜
日、僕はスマホの着信音で
目覚めた。相手は先月飲み
に行った大作からだった。
「寝皿さんの携帯で間違い
ないですか。」
通話を開始するとスマホか
ら聞こえたのは、女性の声
で、一瞬、大作に彼女がで
きたのかと思ったが、すぐ
に違うことが判明した。そ
の声の主は大作の母親だっ
た。

スマホ越しに告げられた
のは大作の死。隔離先のホ
テルで容態が急変して亡く
なったそうだ。ご時世柄お
葬式はせず、落ち着いたら
お別れ会を行うらしい。詳
しいことはまた追って連絡
する、と、５分ほどで電話
が切れた。
僕はホテルで隔離生活を
送っていたことも、まして
や彼が感染していたことを
知らなかった。彼が僕に告
げなかったのは、ただ心配
させたくなかったのか、彼
のプライドがそうさせたの
かは分からない。
僕はじっと、数秒ホーム
画面を見つめた。アプリの
アイコンの後ろには、どこ
か分からない景色が映って
いる。スマホをテーブルに
おき、眼鏡をかけると、そ
のままベランダにでて、白
と蒼が半々に混ざる空を見
上げた。
それから数年後、新型に
も変異型にも効果がある特
効薬が開発された。その薬
の名前は「ノアズアーク」
。
奇しくも、その薬の接種が
始まった日は二月十七日だ
った。

コロナ禍はもうすぐ１年
半になります。私たちの日
常生活から社会発展まで厳
重に侵蝕されています。コ
ロナ問題を徹底的に解決す
るには都市封鎖と全員ワク
チン接種の手段があります
が、なかなか実現するのが
難しい現状を否定できませ
ん。一方、全員は飲み会に
行かない、感染されたら自
発的に報告するなどの暗黙
のルールに守れば１年以内
にウイルスは自滅すると思
いますが、これもなかなか
実現できません。市に毎日

数百人新規感染者出ても居
酒屋の前にいっぱい酔っ払
い人が楽しんでいるのを見
た時、その無責任感にかな
り不快でしたが、彼らも阻
止できません。
一方、最初感染拡大した
武漢市が今ほぼ安全になる
のは国の制度の違いです
が、他にも我々学びべき点
もあると思います。その中
は一番重要なことはプラス
エネルギーの意識です。実
例としてですが、私の故郷
である撫順市は歴史的には
１人だけコロナに感染され
たとしても、この間みんな
かなり危機感を持っていま
す。母から聞くとバス内に
マスクしていない人がいた
ら、みんなに責められて早
く降りろって言われるのは
みんな当然だと思います。
もちろんあの人と接触した
人は全部隔離され、行動路
線と個人情報は誰でも知ら
れます。これが我々日本人
は受け入れられないことだ
と思います。一体、我々日
本はどうしましょうか？
まず国難の瀬戸際に社会
にマイナスエネルギーをも
たらす人に必要な処罰、罰
金などの措置が必要だと思
います。そうしないと何年
後、何十年後コロナが絶滅
するかもしれませんが、い
つ終わるか分かりません。
少し考え方を転換します
が、仮にどうしても解決で
きなければ、自分を心から
解放しましょう。コロナに
苦しめられる心より、むし
ろ無視して楽観主義にしま
しょう。ですが、一体どの
選択肢が正しいのかは人の
世界観によるものです。ど
の選択肢も選べずにぶらぶ
らして日を過ごすのは誰で
も希望としていないだけで
なく、我が国は衰退してし
まいます。ですので、我々
は以身作則をしたうえで他
人に感化しましょう。国家
興亡、匹夫有責！
新型コロナウイルスが猛
威を振るい始めて１年以上
が経ちました。
このウイルスは潜伏期間
が長く、若者の多くは軽症
や無症状が多い中で、重症
化患者への医療対応は看護
師が何人も必要なレベルに
なり、医療崩壊へ繋がって
しまうことから、私たちは
感染防止対策を徹底してき
ました。
その中で、このコロナ禍
の苦しみというのは、多く
の人にとってはコロナ自体
に関することよりも、経済
や飲食店などの休業、人と
の関わりの減少など、感染
症対策の副作用に関するこ
とが多いのではないかと思
います。
多くの企業や個人が赤字
や収入減となったことや、
テレワーク、学校は大半が
オンライン授業となるな
ど、コロナ前からすれば私
たちの生活は大きく変わ
り、それが苦になっている
人もいると思います。
このウイルス自体を収束
させるには、現状としてワ
クチンが一定数普及するま
でとされていますが、感染
拡大が収束したとしても、
またコロナ前と同様の生活
に戻ることは、苦しみから
の解放ではなく、将来に同
じことを繰り返すだけだと
思います。
ワクチンは通常であれ
ば、開発に何年もかってし
まうことが現状であり、ま
た新たな感染症が流行すれ
ば、現在行っている感染症
対策を行わなければなりま
せん。
今までの社会は感染症へ
の対策や意識が低く、コロ
ナ前までの生活様式や、大
阪や東京など一つのエリア

に人が集中するような状況
や空調、換気の環境が感染
症に対してとても弱く脆い
ことが、感染拡大の要因の
一つでもあります。
今回のように有事の際
に、慌てて対応するような
対策ではなく、このような
感染症に対応するためのシ
ステムや環境づくりと法整
備を行い、より感染症に強
い新たな社会や生活方法に
変化し、それに対応してい
くことが今後の感染症との
付き合い方として重要だと
思います。

結論から言うと開放され
ない。ニュースでも取り上
げられている、医療従事者
に対する誹謗中傷や、感染
者やその親族に対する風評
被害やダメージが消えるこ
とはないからである。
万が一、変異種に対する
ワクチン等も普及し根絶さ
れたとしても、コロナ禍の
間に医療従事者や感染者の
家族が受けた疲労や不満、
世間に対する憎しみが消え
ることは余程の事がない限
り、あり得ない。
現状でも医療従事者の退
職のニュースが散見され
る。これらの対策を今から
でもしなければ、一時的な
医療崩壊では済まないかも
しれない。

新型コロナウイルスが世
に出回りだしてから、早く
も一年以上が経ちました。
自分の生活や人間関係もガ
ラッと変わり、マスクをつ

けることが当たり前になり 止措置によるものである。
ました。
現在流行している新型コ
コロナウイルスが蔓延す ロナに限って言えば、通常
る前までの普通は、今の普 のワクチンが接種によって
通ではなくなり早く一年前 感染を食い止めることが可
のように何も気にせず遊び 能である。しかしこれが収
た い と 最 近 は よ く 思 い ま 束したとしても、将来、類
す。
似の感染経路を持つ新しい
映画などでみたことのあ 病原体が発生するはずであ
るウイルス感染による人類 る。そうなれば感染拡大防
滅亡みたいな話が、自分が 止措置という苦しみが再来
生きている中で起きるとは する。
思いもしませんでした。
これを根本的に解決する
今回の課題は、「日本人 方法は、新型コロナが収束
は新型コロナに苦しむ生活 した後も防止措置を続ける
からいつどのようにして開 か、万能ワクチンを開発す
放されるのか」ということ るかのどちらかである。当
で、自分が予想するにあと 然万能ワクチンは存在する
二年はこのように人と会っ はずがないので、現実的に
てはいけない生活が続き、 考えるならば、あらゆる病
ろくに飲みにもいけない生 原体に対する迅速なワクチ
活が続くと思います。
ン開発・生産を可能とする
ワ ク チ ン が 完 璧 に 完 成 システムを構築することが
し、全国民まで行き届くま 「万能ワクチンの開発」で
で少なくともあと一年はか ある。
かるのでしょう。
自分はコロナウイルスを
ポジティブに捉えていま
す。今までバイトや勉強と
遊びで 人の時間 が少なか
ったことで、向き合えなか
ったことに時間をかけて向
き合えるようになり、中途
今また緊急事態宣言が出
半端な人間関係が綺麗に整 た中で大型店舗やカラオケ
理することができました。 設備の店舗の休業要請を出
今は、コロナウイルスと したことで若者からの拡大
いうインフルエンサーと向 は一旦多少なり減るのでは
き合いながら、自分のやる ないか。
べきことを一つずつこなし
しかし車など足を持って
ていければと思います。
いる若者は隣県等のまだ宣
言が出ていない場所に集ま
るなど大都市付近が少し増
えたり、危機感の少ない人
は出歩く為、実際また増減
が波になってまだ当分は静
まらないのではと思う。
感染を防ぐことがとても
新型コロナに苦しむ生活 重要であるけれど、ワクチ
か ら 人 類 が 解 放 さ れ る 時 ン等の普及を急ぐ必要があ
は、万能ワクチンが開発さ ると思う。
れる時であると私は考え
る。
新型コロナがもたらして
いる苦しみは大きく２つ。
ウィルスそのものがもたら
す健康被害と、感染拡大防

私は日本人全体という見
方をすれば新型コロナに苦
しむ生活から人々が解放さ
れるのは、まだ長い道のり
があると思っております。
日本国内だけでも、もう
すでに、コロナ禍という現
状に対しての考え方の相違
が発生してしまっているた
めです。
昨年コロナが流行り出
し、初めて緊急事態宣言が
発令された時には老若男
女、多くの人がコロナを警
戒をし、コロナをシャット
アウトするために動き、そ
の生活に苦しみながらも耐
えていたと思います。
しかしながら現在、３回
目の緊急事態宣言が出てい
る中、周りの人々やニュー
スなどを見ていると多くの
人々がコロナ禍ということ
に関係なく外出をしていた
り、密な行動をしている人
が多く見受けられておりま
す。
私はそう言った人々はも
はや「新型コロナに苦しむ
生活」はしていないのでは
ないかと思っております。
しかしながらそう言った人
が増えた結果よりコロナの
収束は遅くなるでしょう
し、本当にかかりたいと思
わない、かかったら危ない
人々はより一層自粛を強い
られ、苦しい生活を長期的
に送らされることになって
いると思います。また、そ
うやって一度ハメを外して
しまっている人々にもう一
度自粛を促すことはとても
難しいと私は思います。
また、ワクチンや薬など
の開発も日本はとても遅れ
ており、輸入なども間に合
っていないためそう言った
ものを頼る上でのコロナ収
束はとても遅くなると思っ
ております。
そのため、「日
本人」がコロナに苦しむ生
活から解放されるのは、ま
だまだ先のことになると私
は思います。
1

現在の日本では３回目の
緊急事態宣言が発令されて
いるが過去２回の結果を見
ている限り大きな効果は見
込めない。外出を控えても
らい、コロナ感染者を減ら
そうとしており、政府も、
終息させるにはまだ時間が
必要だと考えていると思
う。
最近投与され始めたワク
チンが全国民に行き届いて
いけばある程度落ち着くの
ではないかと考えている。
だが、変異種が増えてくる
と従来のワクチンでは効果
が期待できない場合がある
ため、我々は様々な種類に
対応できるワクチンを待つ
ことしかできない。
ワクチン接種と行動制限
により今年もしくは来年中
にはコロナから解放される
のではないかと思う。

一般市民目線としてコロ
ナ禍の苦しみから解放され
るのは、今の状態に慣れた
ときだと思います。
思い返せば蔓延が始まっ
た２０２０年はもっと緊迫
しており、外出する人は少
なく、マスクやことあるご
との消毒は面倒臭かったよ
うに思います。ところが今
では良くも悪くもそれらへ
の抵抗もなくなりました。
街中での人通りは増え、
規制をかけても夜に飲み歩
いている人もいます。
言い方を変えれば他人事
としてそんなに深刻に考え
なくなったということでし

新型コロナは、人類が夢
見る、個人の自由と資本主
義・自由経済を直撃した。
新型コロナに罹って、何が
問題なのか、その点から順
に掘り起こしておこう。
１．罹って何が問題なのか
一部の人は、無症状のま
ま陰性に戻る。本人は気づ
いていない場合が多いだろ
う。多くの人は、風邪症状
となり、発熱、
咳、倦怠感、
頭痛、のどの痛み、関節痛

ょうか。
もちろん本当に苦しんで
いる人たちや国という視点
からではそんな状況は看過
できないでしょう。
医療、経済や雇用、国交
などは特に深刻です。
仮に今日明日新型コロナ
が消滅してもその爪痕は長
期に渡って残り続けるでし
ょう。
下手をすればコロナ禍が
解消される前に国が破綻し
ているかもしれません。

などに襲われる。数日で陰 態宣言の効果はまだわから
性になる。ただし、これら ない。過去のインフルエン
の症状は数か月後も続くこ ザ対策とは比べ物にならな
とがある。味覚障害、嗅覚 いほどの人の行動抑制とマ
障害がおこることもあり、 スク着用、手洗い、
うがい、
これも、数か月以上続くこ 協力支援金やアクリル板設
とがある（最終的に治らな 置、空調整備、消毒用の液
いケースがあるのかどうか 体やペーパーなどに膨大な
は不明）。脱毛が激しい場 お金が払われてようやくこ
合や、男性の無精子症が起 の数値だということは見落
こる場合が、結構な高頻度 とすべきではない。何もし
で起こる。これらは、もと なくても同じ結果になるの
に戻るのかどうか、これも かどうか、実験が不可能で
不明。１週間ほどすると突 あるが、実質的にそれとほ
然重症化する。重症化する ぼ同じことを国で行って失
と、呼吸不全となり、息が 敗したブラジルなどの例、
吸えない状態で、まるでお ヨーロッパの中で他と異な
ぼれたような感覚らしい。 る政策を行ったスウェーデ
血栓ができて、脳梗塞や心 ンなどを見ると明らか。
筋梗塞になる場合がある。
死亡率は、陽性が判明した ３．病気は短期・中期の現
象、お金の問題は長期
人のうちの数％。
病気自体は、個人個人の
体に起こることであるが、
問題はそれだけではない。
感染症なので、感染しない
ようにする対策を施される
が、感染対策は、「今」の
問題である。今行った対策
結果が数か月、数年後に出
てくるというものではな
い。協力支援金という名目
で、休業してもらう店にお
金を払うというのが「今」
対策。「金額が少ない。香
5日
典のつもりか」（４月2
朝日新聞記事）というよう
な店もあったようだが、休
２．インフルエンザ程度の
死亡者数だから無視してよ
いという主張について
新型コロナによる死亡者
は日本全体で、１万人程度。
これはインフルエンザと同
レベルだから、
大騒ぎせず、
普通に生活すればよいとい
う意見が時々見られる。確
かに、日本全体で見ると、
昨冬、インフルエンザは皆
無に近かったため、コロナ
によって全死亡者が増えて
いるという状況ではない。
しかし、コロナによる死亡
者がこの数に収まっている
のは、国民が多大な犠牲を
払ったうえで実現している
ということをまさか忘れて
いるわけではないだろう。
ちょっと気を緩めると増加
し、引き締めると減少する
というのは、過去２度の緊
急事態宣言の際の結果から
見て取れる。今回の緊急事

おそらく今回もそれと同
じような形、あるいは別の
形をとるかもしれないが、
さらに大規模な増税が行わ
れる一方で、福祉や年金の
削減という形で、必要な人
や世代に支払われる予定だ
ったものが大幅に減額され
てくるだろう。今回の対策
に大盤振る舞いされたこと
を考えると、金額は非常に
大きいに違いない。
これが、
長期的な問題である。もっ
と、はっきりいうと、休業
に対する協力支援金は、我
々が税金で支払うのであ
る。

いずれロボット化され、
なくなると言われている仕
事の消滅は加速するだろ
う。これにより、通勤電車
の混雑も解消する。
今まで、
必要もないのに、やってい
るふりをするためだけに行
っていた残業はやめ、早く
家に帰り、家族との時間を
持とう。
これらの点はコロナのも
たらした利点として、大い
に期待できるのではないだ
ろうか。

正確な統計に基づいては
いないが、日本の飲食店は
非常に多いと思われる。以
前、イギリスのノッティン
ガムに２週間くらい滞在し
たことがあるが、街の中心
部に数件レストランがある
だけで、
あとは町中歩けど、
旅行者が入れそうなレスト
ランはほとんど見当たらな
かった。日本では、観光地
ではない町でも、飲食店は
非常に多い。日本社会を永
続させるためには、飲食店
をこの際少なくしていかな
ければならないと思う。
今回、日本社会の弱点が
はっきり露呈した点が、今
後の必要な仕事になる。ま
ず、多くの事務的な仕事や
設計・研究の仕事は在宅で
もできなければならない。
今まで、頭数を揃えるだけ
の必要性で行っていた会議
は、全部リモートにすれば
いい。オンラインで参加し
たことにすれば、無駄な時
間を費やして行う会議も８
割削減が可能だろう。日本
の弱点と言われた、意思決
定の遅さも、リモートによ
りかなりカバーできる。

業補償ではなく、「協力」 も同じことを続けるのだろ
に対する後押しであり、「協 うか。
力」の気持ちがないからそ
ういうことを言うのであろ ４．コロナ後に必要な仕事
う。
は変わる。適応が必要
社会は変わった。我々も
これらの対策を行うため それに対応しなければなら
に、多大な予算が必要であ ない。
る。お金は湧いてくるもの
ではない。当然、すべて税
金である。今、直ちに増税
という形はとっていない
が、災害があれば、そのあ
と増税が待ち構えていると
いうのは常識である。例え
ば、東日本大震災の対策の
5
補填のために、我々は、2
年間復興特別税というもの
を支払い継続中である。そ
のことに気づいているサラ
リーマンはどれくらいいる
だろうか。確定申告をすれ
ばわかる。

政府は日本の民主主義を
主張するのであれば、今後、
どこに支援をするのか、民
意を問わなければならな
い。緊急事態宣言のたびに
協力支援金を支払っていく
のか。休業で、仕事をして
いない人たちに、サラリー
マンは仕事をして補填して
いくのかということであ
る。もちろん、急には対応
できないだろうから、やむ
を得ない面はある。
しかし、
これほど何度も続き、今後

５．医療崩壊は他人事か
確かに、たとえ罹っても
ほとんど無傷で済む若い人
が大勢いることに間違いは
ないだろう。しかし、そう
いった人が動くことで、入
院が必須になる人があふ
れ、今や、関係ない病気に
なっても救急医療のお世話
になることができない人、
手術を延期せざるを得なく
なる人、入院もできずに家
で苦しみながら亡くなって
いく人が多数出ている状
況、すなわち、医療崩壊が
起こっていることを認識す
べきであろう。若い人も、
虫垂炎になったとき、いま
手術できないからと言われ
るかもしれない。交通事故
になって血まみれになって
も、病院が空いていないか
ら、家に帰って風呂で洗っ
てと言われるかもしれな
い。これでも、「自分には
関係がない」と言い張るの
だろうか。少なくとも、私
は今まで日本では、そうい
う反社会的な人は少数派だ
と思ってきた。ほとんどの
人は、社会がつぶれかかっ
たような状況になれば、互
いに協力するものだと思っ
てきた。
しかし、緊急事態だと言
われても、遊ぶ場所を探し
て街に繰り出し、店が閉ま
っていれば道端で宴会を繰
り広げ、相も変わらずカラ
オケに行って大声で喚き散
らして発散する人が少なか
らずいるのを見るにつけ、
心底からがっかりするので
ある。社会はつぶれかかっ
ているのが、この人たちに
はわからないのだろうか。

６．日本という国の姿を直
視し、いつまでも豊かな国
という幻想は捨てる
ここで、真正面から日本
という我々の住む国を直視
することが必要だろう。
感染症を抑え込むことも
できず、ワクチンを作るこ

ともできず、外国と交渉し
てワクチンを早期に輸入す
ることもできず、効果的に
お金を使うこともできな
い、できないづくしの日本
に我々は住んでいるという
ことが分かっただろう。今
後、資源もなく、外国との
交渉能力も低く、社会シス
テムもまともに機能しない
という状態が続いたら、将
来日本が豊かな国であるこ
とができるはずがないでは
ないか。
日本はもともと大きなリ
スクを抱えている国であ
る。まず、将来西日本から
東海にかけて、南海トラフ
の大地震が起こることは、
歴史上間違いない。
すでに、
国や地方自治体には、全国
民平均して１千万の借金が
ある。少子化で、今の学生
諸君が働き盛りの時代には
巨大な重税が待っているに
違いない。と、もともと、
直視するのが耐えられない
ほどの将来の重荷を抱えて
いたその上に、コロナ禍が
来た。
いま、何も考えずに好き
勝手をし、何もできない人
たちが、食べていける道は
どこにあるのか。
はて、そういう人にどん
な人生が待ち構えているの
か、私が答えを書くまでも
ないだろう。

７．将来のことは若い世代
で考えるしかない
今回、様々な政治的な問
題点が露呈した。それは大
きな問題だろうが、将来の
ことに備える話は若い世代
が考えなければ、本格的な
話にはならない。たとえば、
ＣＯ２の問題にしても、多
くの政治家は自分がいなく
なった後の話なので、どう
しても本気で考えないだろ
う。こういう話を書いてい
る私自身も、自分に起こる
問題というよりは、子孫を
憂う問題である。

８．コロナはいつどうやっ
て終焉を迎えるか？
今までの経過を知ってい
るので、終焉はないと思っ
てしまう。しかし、どんな
疫病も必ず終焉を迎えてい
る。
私の予想は、あと半年く
らい後に、さらに感染力の
強い変異株が生まれ、それ
が毒性が弱くて普通の風邪
になって、終わる。はて真
偽のほどはいかに？

6日
8日（金）
５月2
（水）～2
システム制御情報学会研
究講演会（ＳＣＩ２１）（オ
ンライン）
に、参加予定
（張、
荻野、岸、田中）
７月９日 田中が今年も
シルバーカレッジ
（神戸市）
で、高齢者と人工知能とい
うテーマでオンライン講
義。

コロナは人類数百年に一
度レベルの災害でしょう。
この際、皆さんが考えてい
ることを文字にしておきた
いと思い、今回の企画を思
い立ちました。いかがだっ
たでしょうか。字数をまっ
たく自由としました。その
結果、文学作品が２点も提
出され、これには驚きまし
た。学生たちの潜在能力、
恐るべし！ですね。ここか
ら作家が生まれることを夢
見て、今後も学生たちの気
持ちを文章にしていく試み
を行っていきたいと思いま
す。

