
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

コロナは流行の波を繰り返しながら 

収束へと向かうといわれている。事実 

日本を含め世界各国で変異したウイル 

スが、波の大小の違いはあるが、第４、 

第５波といった波が繰りかえされてい 

る。感染者が一気に増え、そのまま高 

止まったままの状態が長期間つづいた 

という事例や報告はなく、長くて数週 

間程度で感染は収まっている。 

インフルエンザウイルスが原因だっ 

たスペインかぜや香港かぜ、コロナウイルスが原因だったＳＡＲＳ

（重症急性呼吸器症候群）やМＥＲＳ（中東呼吸器症候群）など過

去のすべてのウイルス感染症も波を繰り返しながら収束していった。

世界の人々が完全にコロナを気にせずにふる舞える状態になるには、 

「集団免疫」を獲得しなければならな

いが、世界では先進国を中心にワクチ

ン接種が進み、日本を含めた先進国の

多くの人々が一定の割合に達し、収束

に向かう「集団免疫」状態になりつつ

ある。ワクチン接種で免疫を付けた人

やコロナウイルスに感染してできる免

疫を合わせ持った人々が壁となり、感

染が拡大しなくなっている。デンマー

クやノルウェー、フィンランドなどの 

北欧の国々ではコロナの規制を全て解除しており、市民はコロナ前

の生活に戻っている。ワクチン接種が遅れているアフリカなどの途

上国でワクチン接種が進み、さらに飲み薬（経口治療薬）が普及し

ていけば２０２２年秋にパンデミックは収束する可能性は大だ。 
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アジア経済新聞 

業火のごとく世界中に感染が広がった新型コロナ感染症がここに来て衰えを見せ始めている。イギリスやロシアでは１０月に入って１日あ

たり３～５万人の新規感染者が出ているが、一部の国・地域を除き、世界的には下火になりつつある。北欧の国々ではすでにコロナ規制を全

て解除したり、ワクチンパスポートの導入を完全にとりやめた国、全てのワクチン接種会場を閉鎖した国もある。人々の生活リズムは完全に

コロナ前に戻っており、コロナの収束説が現実味を帯びて来ている。ＷＨОは世界各国で来年半ばまでにワクチン接種が７０％まで進めば、

２０２２年秋に収束するとの見方をしている。ただ、アフリカなど途上国でのワクチン接種が先進国並みに進むかどうかがカギとなる。 
 

パンデミック、２０２２年秋に収束説 

 

→ 

日本人の７０％はワクチン接種と自然感染で抗体をつけたといわれる。（渋谷スクランブル交差点）

で） 



 

 

 

ＷＨО（世界保健機関）は２０２２年半ばまでに世界の全ての国

で 70％のワクチン接種を終えるという目標を立てており、これが実

現できれば２０２２年半ばにパンデミックが収束するという予測も

発表している。米国のＦＤＡ（食品医薬品局）でも、新たな変異ウ

イルスの出現など想定外のことが起こらなければ、デルタ株が最後

の感染ウイルスとなるとの見方だ。世界で猛威をふるっているデル

タ株は、次第に感染力を弱め最終的には“季節性のかぜ”になると

も述べている。アストラゼネカのワクチン開発に関わったオックス

フォード大学の研究者も、今後、弱毒化して最終的には「普通のか

ぜになるだろう」と予見している。ウイルスは免疫が高まった人々

に広がると、時間とともに毒性が弱まる傾向にあるといい、こうし

た場合、ウイルスは行き場が少なくなるので、変異を起こす可能性

は低くなると指摘している。 

 

 

米製薬会社モデルナ（ステファン・バンセルＣＥО）は、ワクチ

ンの生産量が増加していることから、パンデミックは２０２２年秋

には収束する可能性があると述べている。さらに東京大学医科学研

究所が主宰する研究コンソーシアム「THE Geno to pherotype 

japann」では、新型コロナは「今やパンデミックではなく、エンデ

ミック（風土病）になっている」と述べている。 

過去の疫病の事例を見ると、ペストの流行は３回起こっている。

６世紀の「ユスティニアヌスのペスト」、14 世紀の「中世の大流

行」、そして 19 世紀～20 世紀初めにかけてのパンデミックだ。中

世の大流行は 1331 年に中国で始まった。中国から貿易ルートを伝

って、ヨーロッパ、北アメリカ、中東に広がった。1347 年から

1351 年までの間に少なくともヨーロッパの人口の３分の１がペスト

で亡くなっており、イタリアのシエナでは人口の半数が死亡した。

ペストがどのようにして終息したかは明らかではないが、寒さのた

めに病気を媒介するノミが死滅したと考える学者や飛沫による感染

を抑えたことが終息につながったという学者もいる。また、流行を

繰り返すうちにペスト菌の力が弱くなったとの説もある。 

１９１８年に世界中で流行した 

「スペインかぜ」は、当時の世界 

人口の３割近くに相当する約５億 

人が感染し、死者数は４０００万 

人といわれている。日本でも発生 

から拡大まで大きく「３つの波」 

に分かれて感染が確認された。 

第 1 波の１年後には第２波が襲来、新規感染者数は年間 240 万人

に減ったものの、ウイルスは性質を“変異”させて強毒化したと考

えられており、致死率が約 4.3 倍に高まっている。ただ、1920 年に

生じた第３波では感染者数は年間 22 万人にまで減少している。ワ

クチンも治療薬もないのに、発生から約３年で収束している。これ

は国民のほとんどが自然感染し集団免疫を獲得したからだという。 

１９６８年の香港インフルエンザは、世界で 100 万人が死亡し、

米国での死者数は 10 万人、大半が 65 歳以上だった。現在も季節性

のインフルエンザとして流行することもある。このように過去の事

例を見てもウイルスは消えてなくなるか、“季節性のかぜ”として

生き残っていくかのどちらかだ。変異を繰り返しながら永久的に残

存していくことは考えにくく、人々がワクチンと自然感染によって

得られた集団免疫を獲得した時点で消えてなくなるとの説が有力

だ。世界中で「集団免疫」を獲得できれば、感染者の数を永続的に

「０」にすることは可能であり、天然痘はこの手法で１９７７年に

根絶された。 

デルタ株は“季節性のかぜ”に 

「今やパンデミックでなく風土病に」 東大医科 
学研究所 

 全世界的に大流行したスペインかぜ（ウィキペディア） 

オックスフォード大「時間とともに毒性弱まる」 

https://jp.sputniknews.com/covid-19/202107268571274/
https://jp.sputniknews.com/covid-19/202107268571274/


 

 

日本の第５波の収束は 

マスクなど基本的な対策 

とワクチン接種が進んだ 

ことによるものといわれ 

るが、デルタ株に気づか 

ないうちに感染し未接種 

者の多くに抗体ができた 

というも説もある。イン 

ドでは今年５月頃に感染 

爆発が起こり、死亡者も大量に出たが、その後、一気に感染状況が

改善した。多いときには１日 40 万人以上の感染者が出たが、国民

の接種率が低くても感染者数は激減傾向にある。インドでは報告以

上に感染者数が多いといわれ、ムンバイでは９割以上がすでに感染

していたという報告もある。 

デルタ株に対して集団免疫を獲得した国民が多くなればなるほど

感染者数は減っていく。また、感染者が減る理由として挙げられて

いるのがウイルス自壊説だ。コロナウイルスは変異しやすく、感染

したウイルスがヒトの体内で増殖するとき、複製ミスが起こり感染

が急増している地域では変異が起こりやすくなる。しかし、この変

異が起こりすぎると変異することができなくなり、ウイルスは自壊

するという。エラーカタストロフ（カタストロフ=終局）と呼ばれ

ウイルスが速いテンポで変異を繰り返すと、最終的に限界に達し、

自壊するというのだ。 

ウイルスはヒトの体内で増殖する際に、ＲＮＡ（リボ核酸=タン

パク質を作る実行者）の複製を作るが、複製のエラーが一定程度生

じると他への感染が衰えていく。つまりウイルスそのものが短命と

なり、他へ感染する力がなくなって消滅してしまうのだ。デルタ株

のように、より感染力の強いものも複製によって生まれるが、エラ

ーが積み重なると増殖が困難になり、最終的には自壊してヒトから

ヒトへの感染がなくなり収束する。この場合、ワクチン接種や自然

感染によって集団免疫を獲得する必要があり、免疫保有者（ヒト）

の増加がカギとなる。 

ＷＨОによると、パンデミック収束の条件は、全世界で免疫保有

率 75％超、接種率 80％超だという。10 月 22 日現在の世界全体の

ワクチン接種率は 48.2％で、ＷＨОが言うパンデミック収束の条件

には届かない。しかし、接種率の高い欧米や北朝鮮を除く韓国、中

国、日本の東アジア地域は接種率が高く、しかもワクチン接種や自

然感染によってヒトの免疫保有率が高くなっており、収束へと向か

うのは確実だ。今後、アフリカなど一部の途上国でワクチン接種や

自然感染によってヒトの免疫保有率が 75％に達すれば、パンデミッ

クは収束する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本第５波、未接種者の多く抗体つき収束か 

 

 

１０月２２日現在、ワクチン接種回数は世界２００カ国地域で累計 66億 7147万回

で、韓国が 74.9％でトップに立った。次いでカナダ、フランス、イタリア、中国、日本と

続いている。貧困国といわれる国々はほとんどランクインしていない。  

 
 

インド 国民が集団免疫、接種率低くても感染者激減 

 
札幌医大フロンティア研ゲノム医科学より。数字は％（10 月 22 日現在） 

コロナ前の日常に戻ったかのようにマスクなしで会話を楽しむ人々。（都内） 



 

 

10 月 22 日現在、ワクチン接種回数は世界 200 カ国地域で累計

65 億 6048 万回で、中国は累計で 22 億 2408 回を超えた。未確認情

報だが、ＥＵでは 10 月 20 日をもって全域でワクチン接種が廃止さ

れたもようだ。欧州委員会の政令で５つの有効な治療薬が使えるよ

うになったことで、ワクチン接種一辺倒から治療薬戦略へと舵を切

った形だ。日本のワクチン接種率は 10 月 22 日時点で 76.2％で、収

束条件の 80％に近づいている。インドではデルタ株が猛威をふるっ

たことで自然感染した人の抗体は 70％近く付いたといわれ、それ以

降、感染者数は増えていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナの感染対策措置を約 550 日間続けてきたデンマークは、Ｅ

Ｕで初めてコロナ規制を全て解除し、ワクチンパスポートの導入も

完全にやめた。公共交通機関でのマスク着用義務もなくなり、公共

の場での集会の人数制限もなくした。９月にはすべてのＰＣＲ検査

場を閉鎖し、コロナ陰性証明書がなくても飲食店や劇場、スポーツ

観戦も可能だ。市民の間ではコロナはもはや危険な感染症とはみな

されなくなっており、コロナ前の生活に完全に戻っている。デンマ

ークと日本は人口あたり新規感染者数、死者数はほぼ一緒だが、累

計死者数はデンマークが３倍以上多いのに、政府の判断で規制は全

て撤廃された。ノルウェー政府も 9 月 25 日にコロナ規制を全面解 

除し、社会的活動を再開させた。文化・スポーツ 

施設、レストラン、カフェなどで収容人数がいっ 

ぱいの入場が可能になったほか、ナイトクラブも再開。また全航空

会社がスカンジナビア圏内の機内マスク義務を撤廃した。 

 

 

昨年、欧米諸国でコロナが猛威をふるったのに対し、東南アジア

では比較的感染拡大が抑え込まれていた。しかし今年に入ると、東

南アジアでも感染状況が悪化し始め、６月中旬から感染ペースが加

速した。ＡＳＥＡＮ加盟全 10 カ国の１日あたりの新規感染者数は

６月中旬の２万人台から８月前半の 10 万人台まで急速に増加し、

ユーロ圏やインドを上回る勢いで感染が広がった。感染急拡大の背

景には、規制疲れによる感染対策の不徹底や祭事期に伴う人流の増

加などの要因もあるが、日欧米に比べてワクチン接種が遅れ、デル

タ株が猛威をふるった影響が大きいと考えられる。しかし、東南ア

各国が相次いで実施した厳格な行動規制が奏功して、感染状況にピ

ークアウトの兆しが見えつつある。ただ、ＡＳＥＡＮ５（インドネ

シア、マレーシア、フィリピン、タイ）の感染者数は多い状況だ。 

インドネシアは７月中旬に１日 

の新規感染者数が５万人に達した 

が、現在では１万人台まで減少し 

てきている。死亡者数は依然とし 

て多く１日に 1,000 人以上の高水 

準で推移しており、厳しい状況に 

あることに変わりはない。同国の 

累計死亡者数はインドに続いて、 

アジアで２番目に多く 10 万人を 

超えた。死亡者数の多さは感染拡 

大だけでなく、医療体制が脆弱で 

あることも一因となっている。 

 

ＥＵ全域でワクチン接種が廃止に 

 

東南ア、感染ピークアウトの兆し

が 

ワクチン接種が進みピークアウトの兆しも。（インドネシア）

（）。 

デンマークは人口の７５％、５０歳以上は９５％がワクチン接種を完了している。 



 

 

先進国を中心にワクチンの３回目の接種（ブースター接種）の動きが広がっている。世界で

最も早くワクチン接種が進んだイスラエルでは８月１日から２回目の接種から５カ月が経った

60 歳以上の高齢者を対象にブースター接種が始まり、8 月 29 日からは対象年齢が 12 歳以上

に引き下げられた。米国も 9 月 20 日から２回目の接種から８カ月経った 18 歳以上を対象に

ブースター接種を開始することを決定している。日本でも医療従事者に対して早ければ 12 月

から、65 歳以上の高齢者は来年１月からブースター接種が始まる予定だ。 

世界各国でブースター接種の動きが活発化しているのは、２回目の接種から６～８カ月後

にワクチンの効果が弱まることがわかってきているからだ。ブースター接種が進むイスラエ

ルでは、感染予防効果が 86％に高まったとの報告があるが、気になるのは副反応だ。医療機

関が実施した調査結果によれば、ブースター接種の副反応について 88％が２回目の接種後に

比べ「同等」または「軽い」と回答した。命に別状はないにしても副反応に苦しめられた人

は少なくないはずだ。ブースター接種を受けたとしても、その有効期間は半年に過ぎず、イ

スラエルでは早くも「４回目の接種の準備が必要」との声が上がっている。 

これらブースター接種にＷＨОは猛反対している。テドロス事務局長は、開発途上国に行き渡るワクチンが不足するとして、ワクチンを

豊富に備蓄する富裕国に対し、年内のブースター接種を控えるよう抗議に近い呼びかけをしている。米国では２回目のワクチン接種率は

68.5％（10 月 22 日現在）、ＥＵ全体では地域差はあるものの２回接種を受けた成人はすでに 70％を超えた。アフリカでは２回目の接種

完了は 5.4%（10 月 16 日現在）に過ぎず、比較にもならないほどの低さだ。 

 

 

ＷＨОはワクチン接種率を来年半ばまでに世界各国で 70％まで高

めるという目標を発表し、富裕国と貧困国のワクチン格差の解消を

訴えているが、富裕国は自国国民の接種を優先させている。言うま

でもなく、世界の一部、少数の国だけがワクチン接種で安全な場所

になったとしても、アジア、アフリカ、中南米、さらに南太平洋の

島々の国などにも先進国同様のワクチン数が行き渡らなければ、世

界経済の回復は望めない。利己的な富裕国が自国の国民に投与する

ためにワクチンをカネにモノをいわせて独占してしまえば、パンデ

ミックを制御できなくなるのは必然のことだ。一部の富裕国でワク

チン接種率が高くても多くの途上国で接種率が低ければ、それら

国々の人たちが抗体をつけることができず、コロナはいつまでたっ

ても収束できないことになる。 

欧米ではすでに供給が需要を上回り、在庫増加で使用期限が迫る

ワクチンが出始めていると一部メディアが報じた。日本でも来年春

までに１億回分が期限切れに直面するという。このままだとワクチ

ンが途上国に行き渡らず大量に廃棄される可能性はある。同じ地球

上にある国同士で、なぜこんなにも格差が生じるのか、富裕国、貧

困国だけの話では済まなくなっている。

 

先進国中心にブースター接種の動き 

富裕国ワクチン独占、貧困国に行き渡らず 

ワクチン接種率が低いアフリカ。「置き去り」にされている。 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%8E%A5%E7%A8%AE&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E3%83%86%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%B9%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E9%95%B7&fr=link_kw_nws_direct
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アジア開発銀行（ＡＤＢ）は、アジア・太平洋地域での低炭素化に向けたエネルギー 

転換の促進とエネルギーサービスの利用拡大に向けた取り組みを後押しする新たなエネ 

ルギー政策をこのほど承認した。ＡＤＢによると、同地域の国々は、エネルギーの利用 

拡大が急速に進展しているが、今もなお、約 3 億 5000 万人が十分な電力の供給を得ら 

れておらず、約 1 億 5000 万人が電力を利用できないでいるという。 

国際エネルギー機関（IEA）では、同地域の発電設備容量は、2019 年の 3386 ギガワ 

ットから 2030 年には 6113 ギガワットへと年率約 7％で増加する可能性があるといい、 

また、同地域の再生可能エネルギーへの投資額は、2030 年までに毎年 1.3 兆ドルに達し 

過去 10 年間の 2 倍になると見込まれている。ＡＤＢは低炭素かつ再生可能なエネルギー 

源の利用拡大を通じて最貧国や最も脆弱な国のエネルギーアクセスを担保し、エネルギ 

ー安全保障と気候変動への強靭性を高めるためインフラを修復する。 

ＡＤＢは 2009 年から 2020 年までに総額 420 億ドルを超える融資を行い、地域のエネルギー・セクターに大きな貢献を果たしてきた。

新政策では最も困難なエネルギー課題に取り組むために、ＡＤＢの財源を利用して、可能な限りの資金を動員することに優先的に取り組む

としている。ＡＤＢの浅川総裁は「エネルギーはインクルーシブな社会経済発展を支える上で中心的役割を果たすものの、従来型のエネル

ギーシステムの拡大は、気候変動や自然環境に深刻な影響を及ぼしている」とした上で「手頃な価格でクリーンなエネルギーの利用拡大を

進める取り組みを支援する」と述べ、「今後、ＡＤＢは石炭火力発電への新たな資金提供を行わない」と明言した。さらに「開発途上加盟

国への気候変動対策のための資金として 1,000 億ドルを提供する」と述べ、未来に向けた明確な道筋を示した。 
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アジア開発銀行（ADB）はこのほど開発途上加盟国を支援するため 2030年までの気候変動ファイナ 

ンスの目標を 1000億ドルに引き上げると発表した。ＡＤＢによると 2030年までに業務案件の 75% 

以上を気候変動対策を支援する取り組みに充てるとともに累計 800億ドル以上の資金をＡＤＢの独自 

財源から提供することにコミットした。2019年から 2021年までの間、ＡＤＢの独自財源からの気候変 

動関連業務への累積投資額は、約 170億ドルに達することが見込まれる。200億ドルの増額分は 5つ 

の主な分野で気候変動の課題に支援を提供する。 

 

ADB 低炭素化に向け新エネルギー政策を承認 

浅川総裁「石炭火力発電に新たな資金提供しない」 

ADBはクリーンなエネルギーの利用拡大を支援する。 

気候変動ファイナンス目標 1000億ドル引き上げ 
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