
1 

 

参考消息第 54号（2023 年 1 月 25日） 

中国のコロナ政策大転換が示唆するもの 

--なぜ日本と韓国にだけ「報復」したか 

 

明けましておめでとうございます。 

在日中国人はお正月を二度楽しむ。日本の西洋歴新年と、旧暦の春節だ。今は

ちょうど春節に入り、中国で「民族大移動」が進行中。なぜ日本の「帰省」ラッ

シュよりはるかに移動が多いかというと、大晦日の「団欒」の飯は必ず故郷に帰

り、親を囲んで食べるという伝統があるからだ。 

昨年 12月初め、中国は 3年間続いた「ゼロコロナ」政策を急転換した。一か

月後の 1月 15日の政府発表によると、全国の感染者数（予測）は 9 億人以上に

達したそうだ。わずか一か月余りで「ゼロコロナ」から「集団免疫」へと、一つ

の極端からもう一つの極端に大幅にぶれ、その間民衆がいかに振り回されたか

を想像できる。他方、3 年間もの隔離・制限からの解放感と、「一度感染したら

しばらくはかえって安全」と信じられ、ともかくみんな春節を楽しんでいるとこ

ろだ。花火は環境汚染の理由でほぼ禁じられてきたが、「鬱陶しい気持ちと雰囲

気をパッと飛ばそう」として、今回は特例で多くの地域で許可された。 

この新年号はまずさる 12 月初めの政策大転換とそこから見えた変化の背景、

および中国政治の特徴、社会の反応を検証し、続いてその行方に関する予測と、

最後はなぜ日韓両国にだけ報復措置を発動したかに関する外部の見方や注目記

事を紹介する。本来は台湾問題、中国外交・経済などについても紹介したい資料

を結構集めたが、詰めすぎるとかえって読んでくれない（？）ので、次号に回す

ことにした。 

 

一 何が大転換を決断させた 

「ゼロコロナ」政策から「ウェズコロナ」政策に転換した背景と政策決定の過

程について国内外の疑問に答える形で、新華社通信は長編ルポを発した。 

① [新华社] 中国战“疫”进入新阶段——我国因时因势优化疫情防控措施纪

实 230108 

それによると、11 月 10日に召集された党中央政治局常務委員会会議で、総書

記は「科学的で正確なコロナ対策を堅持し、有効性を高めるよう」、「各措置を実

行すると同時に分析・研究を強化せよ」と話し、それが翌 11日の国務院担当部

署の発する「コロナ対策を最適化するための 20か条の措置」につながった。 

ただその後も、「オミクロン変異株の隠匿伝播、免疫脱出能力が絶えず強化さ

http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202301/53e4bdbadd0f4a3384c0af7e38f16427.shtml
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202301/53e4bdbadd0f4a3384c0af7e38f16427.shtml
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れ、迅速な識別、追跡、診断と隔離の難度が増加した」こと、民衆の間で「疲弊

や焦り、緊張など複雑な感情が広がり始め、防疫コストが日増しに増大した」こ

と、11 月下旬、北京など主要都市の感染状況が「多地点・多連鎖並行し、抑え

られない勢いを見せた」ことなどを背景に、11 月 30 日と 12 月 1 日、孫春蘭副

首相が国家衛生健康委員会で専門家から意見を聴取し、12 月 6 日の政治局会議

を経て翌 7日、大転換を意味する「新 10か条」を打ち出した、という。 

 

この転換のプロセスの叙述は間違っていないが、どこか肝心な点が抜けてい

るような気がする。まず 11 月前半の「新 20 か条」の延長線上、後の「新 7 か

条」が発せられたように書かれるが、両者は実質的には、大転換だった。また、

11 月末の「白紙運動」とその後の首脳部の「緊急決断」が触れられていないよ

うだ。これは中国でよく見られる宣伝部門の、上の権威を守り、つじつまを合わ

せた模範文と言えるが、それに対し、中国国内でも異なる見解が複数出ている。 

 

② 什么原因导致中央高层决定在 12 月 7 日后疫情防控全面放开？ 

230105(163.com) 

 「中央指導部が 12 月 7 日以降の感染対策全面自由化を決定した理由は何か」

と題するこの記事は、12 月初めの急遽な転換の背景と理由を分析している。少

し長いが、主要部分を、「子牛翻訳エンジン」を使って抄訳する。 

   唐突な大転換と思わせた疑問が 3つの方面に集中している。 

一つはタイミングが悪いこと。2023 年夏に開放するのが一番いいと考えられて

いた。夏はウイルスの伝播に不利だからだ。22年 12月に開放して真冬シーズンに

入るのは、ウイルスの伝播に有利で、その予防・抑制に不利なはずだった。 

2つ目は、準備不足。解禁が慌ただしく行われたため、世論宣伝、民衆心理、薬

品備蓄、予防・治療措置などの面で準備が整っていなかった。これほど重大な問題

は、各地に対策を手配するための会議も開かれていなかった（半月後の 12月 21日、

感染の第 1波がピークに達した時にようやくテレビ電話会議が開かれた）。 

3つ目は混乱と無秩序の解禁だった。解禁は秩序順序あるべきだが、全国でいか

なる制限も受けずに放り出したことは、大崩れ、大脱出のようだった。 

では、「新 10条」を打ち出した 12月 7日以降の全面自由化を決めた理由は何か。 

「長い痛みより短い痛みの方がまし」との発想で、3つの考えがあったと思われ

る。 

1 つ目、11 月に入って感染拡大の勢いはもはや止められない趨勢が見えたので、

早期に封鎖を解除するほうのコストが最小と判断された。11月 7日と 27日を比較

し、全国と（作者在住の）重慶市の感染者数はそれぞれ 424%増と 4944%増だった。

感染範囲が広く、感染チェーンが多く、感染症の波及面が大きいという厳しい複雑

https://c.m.163.com/news/a/HQ94G2H305560UAY.html?spss=newsapp&spsnuid=&spsdevid=CQljYmM4MTI4MmFiNThiYzY5CXVua25vd24%253D&spsvid=&spsshare=wx&spsts=1672973270780&spstoken=HJ6BxkPozK5NpcuVIntjLAcfmjgJRfxd2gi34IdCYdJgFFTya7CxXuXaxFC4YGTK&spssid=5339fc2325c5eea57e7e2b320639228a&spsw=4&isFromH5Share=article
https://c.m.163.com/news/a/HQ94G2H305560UAY.html?spss=newsapp&spsnuid=&spsdevid=CQljYmM4MTI4MmFiNThiYzY5CXVua25vd24%253D&spsvid=&spsshare=wx&spsts=1672973270780&spstoken=HJ6BxkPozK5NpcuVIntjLAcfmjgJRfxd2gi34IdCYdJgFFTya7CxXuXaxFC4YGTK&spssid=5339fc2325c5eea57e7e2b320639228a&spsw=4&isFromH5Share=article
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な状況を呈した。これほど猛威を振るうコロナを、さらに半年かけて抑え込み続け

る人的・物的・財的力はどこにあるか。あたかも 1998 年に長江の九江地域の堤防

が決壊した時、30 万人の解放軍兵士が昼夜問わずに命がけで決壊を塞いだと同じ

ように、半年かけて徐々に対策を取るのに比べ、決壊の直後に調整を決断したほう

が、結果的にコストが低いと認識された。 

2つ目は、早期の解禁は低迷する経済の回復にとって一番有利。多くの国では短

い痛みを経て、経済が急速に回復している。典型的なのはベトナムだ。22年前半に

解禁され、同年の GDP成長率は 13%に達する見込みだ。もし我が国は相変わらず「ダ

イナミック・ゼロコロナ」政策にしがみついて速やかに開放しなければ、対外貿易、

内外投資、消費水準といった経済牽引の三匹の馬はさらに力尽きになっていた。 

第三に、早く開放して仕事と生活の通常のリズムを取り戻すことは最も「人心」

を得ることだ。ここ 3年の感染対策は、大きな成果を収めたものの、庶民が払った

代償も甚大で、収入減、生活の不便、精神的な抑圧がもたらされた。多くの人は 3

年の 3 回の春節に帰省をしていない。12 月 7 日に開放すれば、23 年の春節まであ

と 40 日余りある。この期間に集団免疫が基本的に形成され、春節の家族団らん、

祝日の経済刺激、消費市場のけん引にプラスだ。 

ここでは後半の第三点で 11月末の民衆の我慢が限界に達したことに暗にしか

触れていないが、感染拡大はすでに止められないこと、経済の低迷が限界にきた

こと、「人心」を得るためにも、という三つの要因を挙げて大転換を行ったと分

析されている。 

 

別の「感染がここまで来て、ほかに選択肢が残っていなかった」と題する記事

も、「切羽詰まった」転換の背景を取り上げている。 

③ 疫情到了现在，根本没有其他路线可走-221229 今日头条 (toutiao.com) 

記事の主要部分の抄訳： 

11月に現れた以下のいくつかの動向が政策の行方を左右した。 

1、ウルムチは 3カ月間閉鎖されたが、感染症は依然続いたこと。 

2、各省の財政が相次いで急を告げ、東南 5 省のような主要な納税地域でさえ苦

しみ出したこと。 

3、各地の民衆はすでに非常に非協力的になり始めており、封鎖はますます難し

くなったこと。 

 同記事は、それまで 3年間の「ゼロコロナ」政策の「正しさ」を裏付ける理由

として、「死者がほとんど出ていない」点を強調した宣伝は、逆に自己調整の手

足を縛り、一種の「ポリコレ」ができてしまったと以下のように批判した。 

問題の一つは、3年間の感染対策が、一種の「ポリティカル・コレクトネス」を

形成したこと、つまり対策の基本ラインは老人の死を出してはならないということ

https://www.toutiao.com/article/7182363037758734906/?app=news_article&timestamp=1672291435&use_new_style=1&req_id=20221229132354E6BB67F30BDFE10B1226&group_id=7182363037758734906&wxshare_count=4&tt_from=weixin&utm_source=weixin&utm_medium=toutiao_android&utm_campaign=client_share&share_token=a0293542-ace0-4837-89bf-15ecf28c9bfe&source=m_redirect
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に敷かれた。「解禁」を口にすることは、欧米と同じように、高齢者を捨て去ること

を容認することになり、タブーになる。だから公共の話題から、「全面解禁」という

選択肢が消えてしまった。要は（解禁の過程で）死者が増えるというジレンマに関

する解决方法がないため、誰もが慎重にその話題を避けた。 

急遽な解禁後、薬局の薬は売り切れた。「老人はどうするか」という質問に今で

も答えられていない。残酷で冷たい話題、課題だが、向き合わなければならない。 

 

実際は今回の大転換で、それまで３年の「ゼロコロナ」政策が完全に間違った

と意味するものではない。香港リベラル紙 SCMPは初歩的だが、その功罪両面に

関する専門家の見解を伝えた。 

④ Were China’s 3 years of strict Covid controls a wasted opportunity? | 

South China Morning Post 230113(scmp.com) 

   「中国は時間を稼いで命を救ったが、規制解除に向けた準備ができていなかった」

「都市は長期にわたって封鎖され、行動に厳しい統制が敷かれているにもかかわら

ず、高齢者のワクチン接種率が低いのは重大な誤りだった」 

 （Medical and economic analysts says the country bought itself time and saved lives 

but failed to prepare for the lifting of controls. 

Despite locking cities down for prolonged periods and imposing strict control on 

movements, the low vaccination rate among the elderly may prove a crucial error.) 

 

しかし、怖いデルタ株などへの「ゼロコロナ」対策が正しかったとしても、重

症率・致死率が低いオミクロン株に対しても、前のやり方を引きずったことは中

国の SNSでは「大砲で蚊を打つようなもの」と揶揄された。 

中国の政策決定の特徴とも関係してくるが、「大船難掉頭」（大きい船は回りに

くい、カーブを切りにくい」という表現が中国語にある。重大な政策決定がいっ

たん行われたら、内外環境が変わっても敏捷に軌道修正することが難しいとい

う中国の特徴だ。一人っ子政策は「一世代の緊急避難策」として 1980 年ごろに

始まったが、本来は 2000年頃に終わっていれば、今のような少子高齢化の早期

到来にならなかったはずだ。しかしずるずると 2015年になってようやく政策修

正が行われた。原因は「党中央による国策」という重しと、数百万人の「計画出

産委員会」関連職員などの既得権益にあった。今回も同じことが起きた。 

 

大転換の起点は、11月 30日の会議だったようだ。 

⑤ 突发！一场极重磅座谈会召开！真的在变了 221201(qq.com) 

抄訳： 

北京市西城区西直門外南路 1 号の国家衛生健康委員会オフィスビルでこの 2 日間、

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3206531/were-chinas-3-years-strict-covid-controls-wasted-opportunity?utm_medium=email&utm_source=cm&utm_campaign=enlz-china&utm_content=20230113&tpcc=enlz-china&UUID=1390a9c1-cdd4-46b5-8d53-acaa235b49bf&next_article_id=3206567&article_id_list=3206531,3206567,3206578,3206659,3206549,3206559,3206535,3206637&tc=5&CMCampaignID=4c638d6f19fc5a29ec03e392eb501c04
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3206531/were-chinas-3-years-strict-covid-controls-wasted-opportunity?utm_medium=email&utm_source=cm&utm_campaign=enlz-china&utm_content=20230113&tpcc=enlz-china&UUID=1390a9c1-cdd4-46b5-8d53-acaa235b49bf&next_article_id=3206567&article_id_list=3206531,3206567,3206578,3206659,3206549,3206559,3206535,3206637&tc=5&CMCampaignID=4c638d6f19fc5a29ec03e392eb501c04
https://mp.weixin.qq.com/s/FQhWLQfdoC-NmODlVBnXiQ
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予防・抑制措置の最適化・改善に関する専門家座談会が開かれた。 

会議に関する発表は非常に短く、500字にも満たないが、臭覚の鋭い人は、これら

の文字の中に隠された数々の大きな信号を察知した。 

まず、過去 3 年間のコロナ対策についての総括。「我々はやるべきことはすべてや

った。新型コロナに対する認識と対応はすでに段階的勝利を収めた」と一応肯定した

上で、続く次の歴史的段階では、「オミクロン株の病原性の弱化、ワクチン接種の普

及、予防・抑制経験の蓄積に伴い、新たな情勢と任務に切り替わったと、転換の必要

性も正当化する。 

しかし急カーブを切ってはなら

ず、「（調整を）小刻みに歩み続ける」

べきとされる。同時に、「全国、特に

高齢者の免疫接種を強化し、治療薬

と医療資源の準備を加速する」。 

北京で会議が開かれる直後、2 千

キロ以上離れた広州では、「最適化」

に向けた「第 1弾」が始まっていた。

まだ一日数十件の感染例が報告され

ていたが、広州の多くの区は突然相

次いで臨時管理区域を廃止し、道路

上の赤い障害物を撤去し、全市の地

下鉄運行を再開すると発表した。 

広州で張り出された掲示は、「必要

でなければ、PCR 検査を受けなくて

よい」という内容に変わった。 

 

ここで 11月末の「白紙デモ」に触れなければならない。11月中旬以降、各地

で隔離施設・障害物を突破し、警備員と衝突する事態が発生し、広州市では 10

万人単位の住民がこのような「ぶっ壊し」の行動に出たと言われる。その上で、

11月 26日、南京メディア大学（南京傳播学院）という、あまり知られていない

大学で学生たちによる白紙を掲げた抗議集会が行われた。白紙であっても、すべ

ての不満・怒りが書き込められているとのメッセージは SNS を通じて瞬く間に

全国に拡散し、翌 27 日（日曜日）は上海など 10近くの大都市で白紙を掲げるデ

モが発生した。ごく少数だが、指導者・共産党への批判も叫ばれた。 

中国の政治常識では、ここで方向転換をしなければ、翌週の日曜（12月 4日）

に更に 3倍、4倍の都市にデモが広がることが目に見えていた。そうならばもう

収拾が付かない。27 日の直後に、党首脳部が緊急会議を開いたと考えられる。
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習主席が何かを発言したことも間接的に伝えられた。そこで孫春蘭副首相の主

催する「専門家座談会」につながり、ゼロコロナ政策の大転換が手続きを踏んで

踏み切られた。そして主席は 12月 1日、EU大統領との会見の場を使って重大な

メッセージを発した。 

⑥  中国デモは「3 年に及ぶコロナへの不満」、習氏がＥＵ大統領に説明 | 

221203 Reuters 

ロイター通信の記事によると、習主席は１日に北京で欧州連合（EU）のミシェ

ル大統領との会談で、中国全土に広がった新型コロナウイルス規制に対する抗

議活動について、「３年に及ぶコロナ流行に人々が不満を募らせていたため」で

「主に学生や１０代の若者によるもの」と説明した。さらに習氏は「中国国内で

は現在オミクロン変異株が主流となっており、デルタ株よりも致死率が低い。そ

れがコロナ規制を緩和する道を開き、一部地域ではすでに緩和されている」と語

った。 

これは海外向けのみに発言したのではなく、国内向けの重要指示でもあった

のだ。中国の命令系統では通常、中央政府の決定が地方政府、さらにその下のレ

ベルに一級ごとに伝達され、実行に移されるが、その分時間がかかる。しかし白

紙デモの拡大が見える中で、もはや待っていられない。そこで、習主席の海外要

人との会談での発言という形を通じて、テレビのニュースや新聞、あるいはネッ

トですぐに報道され、一気に隅々まで「ゼロコロナ政策を転換する」というメッ

セージを発した。 

その後の劇的変化は、11月 30日に孫副首相が指示した「「（調整を）小刻みに

歩み続ける」という「小幅」を大幅に超える「大転換」になった。「小幅」の統

制のための準備が「大転換」に間に合わず、解熱剤の奪い合い、火葬場の渋滞な

どの混乱に化した。 

では「白紙運動」は再来するか。当面はないだろう。これらの学生や市民の要

求を大幅に超えた開放になったのだ。これについて、以下の富坂氏の分析に基本

的に賛同する。 

⑦ 中国「反ゼロコロナ」デモが「天安門事件の再現」にはならないワケ 富

坂聰 221207 まぐまぐニュース！ 

 

ただ、その背後に示された民衆の権利意識向上による長期的なインパクトも

無視できない。岡田充氏のこの分析は中国社会の行方を見るうえで示唆的だ。 

⑧ 中国はなぜゼロコロナ政策を｢大転換｣したのか。習近平政権を揺るがす｢Z

世代の反乱｣その実態 221226 Business Insider Japan 

 

 

https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-china-eu-idJPKBN2SM1ZF
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-china-eu-idJPKBN2SM1ZF
https://www.mag2.com/p/news/560216?utm_medium=email&utm_source=mag_W000000003_wed&utm_campaign=mag_9999_1207&trflg=1
https://www.mag2.com/p/news/560216?utm_medium=email&utm_source=mag_W000000003_wed&utm_campaign=mag_9999_1207&trflg=1
https://www.businessinsider.jp/post-263760
https://www.businessinsider.jp/post-263760
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二 中国社会の行方に対する影響 

 中国社会にとってこの 3年間での両極端的なぶれ（「ゼロコロナ」と「全面放

開」）から教訓を得るところが大きい。中国の SNSでは教訓を語る内容が多く出

ている（以下の記事は 1月 25日時点でアクセス可能）。 

① 大疫过后，全民都应反思 敢说实话的，都是真爱国的-221229 今日头条 

(toutiao.com) 

抜粋： 

〇コロナ対策であまりに多くの問題を露呈した。全社会が反省してこそ、痛み

と涙が無駄にならない。さもないと、再度覆轍を踏む可能性がある。 

〇我々に、誤りに対するチェック・是正体制は本当にあるのか。この 3年間、

自称専門家と管理者たちは、いつもアクセルを猛烈に踏んでは、急ブレーキをか

け、庶民全員にムチ打ちのような衝撃を与え続けた。 

〇両極端に揺れたりするのはなぜか。端的に言えば、政策決定の重心が高すぎ

るためだ！重心が高いと、当然底辺は不安定になる。 

〇役人の昇進を决めるのは、お上だけなので、おのずと上ばかり見て、下を顧

みない官僚体制になってしまっている。上から 1 と言われたら、迎合するため

に 3まで上乗せてする。その重圧で限界を超えた社会の底辺は崩れた。 

〇覆轍にならないため、法治社会の整備が急務だ。これまで過ちを繰り返して

きたのは真の法治社会がまだ形成されていないからだ。この根本を整備してこ

そ、初めて管理部門が信用され、民衆が未来に自信を持ち、経済が活性化する。 

 

② 北京高级法院前法官：“大白”违法，组织者也应该担责 221126 (qq.com) 

抜粋： 

〇公式報道や公開動画から見ても、一部の防疫要員が任務を遂行する際に、人

を殴り、侮辱し、抑え込み、勝手に消毒液を噴射、ないしドアを溶接するなど、

強制的な行為をしていることが明らかだ。 

中国の一連の法律――立法法、行政処罰法、行政強制法、行政訴訟法の規定に

従えば、前面に立つ防疫要員はまず彼らの違法行為に直接の責任を負わなけれ

ばならない。彼らが実施した行為は法定の授権の範疇に属さず、委託の性質に

属するからだ。 

〇次に、直接責任を負う人以外、彼らにそれらの行為を委託した組織者、例え

ば街道、行政区域の独立した法執行機関と、上級機関が派遣した臨時的指揮部

門なども法定委託者としての関連責任をすべて免除することはできない。 

〇直接的な個人の刑責以外、組織者に対する法的追及の力を強めなければなら

ない。さもなければ、このような無法の行為をなくせない。 

 

https://www.toutiao.com/article/7182550431339069967/?tt_from=weixin&utm_campaign=client_share&app=news_article&utm_source=weixin&iid=1104365896608748&utm_medium=toutiao_android&share_token=0d8c7b66-48ec-4397-928b-60cf594ee74c&wxshare_count=11&source=m_redirect
https://www.toutiao.com/article/7182550431339069967/?tt_from=weixin&utm_campaign=client_share&app=news_article&utm_source=weixin&iid=1104365896608748&utm_medium=toutiao_android&share_token=0d8c7b66-48ec-4397-928b-60cf594ee74c&wxshare_count=11&source=m_redirect
https://mp.weixin.qq.com/s/oe-R1BIPd7BNYKA8FtNg3w
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③ 北大法学教授：大疫之下善待每一个人的基本权利 221126 (qq.com) 

抜粋： 

〇感染地からの人に対するホテル宿泊拒否、村と道路の封鎖、出稼ぎ労働者の

帰郷禁止する、外地のテナントが団地に戻ることを禁止する、団地の出入りに証

明書の提出を強要など、さまざまな乱象が起きている。公衆の健康安全のための

予防・抑制措置は、やはり科学・理性を基礎とする必要があり、盲目的・無知で

公民の基本的権利を恣意的に、過度に侵害してはならない。 

〇少数の極端な外国メディアが「中国ウイルス」）と呼んだり、海外で中国人

ないしアジア系を差別し侮辱する言動が発生したりすることを絶対に容認でき

ないと同じように、我々も国内で差別的な態度や言葉で患者、疑似的患者、濃厚

接触者、感染地域から来た人を扱ってはならない。隔離が必要な時は、最小限度

の善意と尊重を払うべきだ。 

〇コロナ対策で現れた基本的権利の保障の延長線上、言論の自由、知る権利、

労働権なども真剣に検討する必要がある。今回は人間性、国そして制度に対す

る大試練である。 

〇改革開放以来獲得した文明の進歩は、ウイルスの侵略によって一時的にせ

よ完全に失われてはならない。歴史上に現れた公民権を恣意的に蹂躙する現象

が再び増殖・蔓延し、民族と個人に新たな傷痕をもたらし、社会的な癌となるよ

うなことはあってはならない。現代の人類の文明と価値観は、非常事態のもので

あれ、すべての人間の基本的な権利を大切にすることを要求している。 

 

以上のような言論は中国の SNS で噴出し、伝播している。中国民衆の権利意

識はこの過程で大きく伸びている。 

実は政権を揺るがしかねない「Ｚ世代の反乱」は「白紙デモ」が初めてではな

い。拙著『中国超新星爆発とその行方』（青灯社、22 年 10 月）第 5 章で検証し

たように、2020年初めの武漢ですでに「ネットの 3回の大炎上」が起きており、

大衆が怒り出したらその都度、当局は素早く軌道修正を行った。中国の行方を見

るうえで注目すべき新しい動向だ。 

３期目に突入した習近平政権は「独裁政権」と呼ばれ、既定の路線を強引に突

き進めるものと決めつけられがちだが、中国共産党指導者の予想以上の柔軟性

を知る、理解する必要がある。 

海外の中国人「中国ウォッチャー」は、今回の政策急転換の背景に、習近平主

席の「伸縮自在」の発想と政策スタイルに求める指摘があった。習氏のこの講話

は 2020年 3月 31日、杭州市都市管理センターを視察した際に行われた。 

④ 习近平：收放自如 这是国家治理水平的表现-220401 (chinadaily.com.cn) 

https://mp.weixin.qq.com/s/qXbHv_aE4c3hS1Yy8bTFTQ
https://cn.chinadaily.com.cn/a/202004/01/WS5e840a5ca3107bb6b57aa0eb.html
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「管理すべきものは迅速に管理するようにし、開放すべきものは秩序正しく開放

するようにする。伸縮自在で、前進も後退も選択の幅を持たせる。これは一種の

能力である」、「国家ガバナンスの水準はこれで試される」。 

原理原則を貫きつつ、大混乱・内部分裂を回避するためには「伸縮自在で、前

進も後退も選択の幅を持たせる」。この両極端の手法を同時に持ち備えるのは中

国政治の特徴だと前からこのように指摘する日本人学者がいる。これからの中

国に関しても、もっと幅をもって観察したほうがいい。 

 

 

三 現在のコロナと社会状況 

今、中国は春節を楽しんでいる最中だ。旧暦の大晦日に当たる 1 月 21日、呉

尊友・中国疾病予防管理センター（CDC）感染学首席専門家は中国で広く使われ

ている「微博」（ミニブログ）に、今回の「民族大移動」は交通機関以外を含め

て、延べ 50億人に上るとの見方を示した。彼は米国のファウチ氏に相当するよ

うな権威的存在として、現在の中国の感染状況、「第二波」の可能性などに関し

ても注目すべき見解を述べた。 

① 吴尊友谈春节期间个人疫情防护 关于第二波疫情 230121 (tianmunews.com) 

要旨： 

〇関係部門の推定によると、今年の春節期間中、約 50億人が観光、親戚訪問、

帰省で移動している。 

〇解禁後、感染は全国的に急速に拡大したが、現在、全体的に感染のピーク期

を過ぎ、全国の大・中・小都市および県庁所在地はほぼ感染の下降段階にある。 

〇春節期間中の大量の人の移動は、感染拡大をある程度促進し、局地的に感染

者数が増加する可能性があるものの、この第一波ですでに全国の約 80%の人が感

染しているため、短期的に、例えば今後 2～3 カ月間、全国的に比較的大規模な

感染の反動や第 2 波が発生する可能性は低い。 

〇今の感染対策では高齢者への対応が重点。訪問を控えること、防護を強化す

ることが必要。 

〇米国で流行している主要な新しい変異株 BQ.1、BQ.1.1 と XBB.1.5 のうち、

後者はすでに中国に流入したが、短期的に新たな感染の波を引き起こす可能性

は比較的に小さい。タイで検出された新型コロナのデルタジョン変異株（XAY.2）

は 1 年前に一部の欧州とアフリカ諸国で検出されている。中国ではこの変異株

は発見されていない。短期的には、この変異株によるパンデミックが発生する可

能性も小さい。 

 

以下の記事も春節を迎えた中で、「感染のピークを過ぎた」と示す動向を伝え

https://tianmunews.com/news.html?id=739408&from_channel=5d8b4d25cf8dfd0001a4143c&top_id=739409
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ている。 

② 住院及重症病例大幅回落 中国总体已过疫情高峰期 230124 (qq.com) 

要旨： 

〇中国 CDCの 1月 21日の発表によると、1月 12日の時点でコロナ感染による

入院患者は 127 万人、重症（重篤を含む）は 104,018 人だったが、1 月 19 日時

点ではそれぞれ 47万人、5万人、ほぼ半分以下に減少している。 

〇大晦日の夜、上海市第一人民医院の救急当直医は、感染のピークが過ぎるに

つれ、救急診療の数は明らかに減少したと証言した。 

〇北京青年報の報道によると、（もっとも防備が厳重な）N95 マスクの価格は

22年 12月、最高値は 1枚が 4（人民）元を超えていたが、現在の単価は 2元を

割り込んでいる。N95 マスク業者によると、マスクの注文はこの 1月に集中した

が、「2月分については一部のメーカーでは注文がなくなった」という。 

 

1 月 16 日付 Nature のサイトに掲載された専門家の見解でも「モデル分析で、

中国の新型コロナウイルス感染拡大の波が頭打ちになった可能性が示された」

となっている。 

③ China’s COVID wave has probably peaked, model suggests 

230116(nature.com) 

 

春節の中国各地の街の賑わいは日本のテレビでも紹介されているが、その中

でも、青島市で地下鉄開通 10周年の記念イベントは目を見張るものがあるので、

その映像を紹介する。 

④ 中国青岛庆祝地铁十周年 - 抖音 (douyin.com) 

 

「欧米諸国が 3 年かけて集団免疫を目指す大転換は、中国は 1 か月ぐらいで

達成した」と言われる。一時期の解熱剤爆買い（日本の薬局まで波が押し寄せた）

など大きな代価を払った後、転換はすでに逆戻り不可能になり、中国社会と経済、

外交はいずれも新しい軌道に乗り、慌ただしく急展開中だ。 

ほぼ「乗り切った」とはいえ、12 月初めの「大転換」後のコロナ関連死者数

をめぐって各機関・研究者の見解に幅の大きい相違が残されている。 

⑤ 国家卫健委公开放开控疫后的新冠死亡人数 230115(qq.com) 

中国国家衛生健康委員会は 1月 14日、国務院主催の記者会見で、さる 12月 8

日から 1 月 12 日までの、「全国の医療機関で発生した入院患者のうち、コロナ

感染関連の死亡例は累計 59938例で、うち感染による呼吸不全死亡例は 5503例、

基礎疾患との合併症による死亡例は 54435例」と発表した。 

海外からは「全部で 6万人近くしか死者が出ていない？」「過小評価」との反

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NjAzNzczOA==&mid=2247513232&idx=2&sn=39041e2fe013ba400c1fee65112d1c0b&chksm=fe6a2d95c91da483d3bb0d49a4f2cc899f712976a504d309f83358c69bce623e9ba777a5c566&mpshare=1&scene=1&srcid=0124b5L6OnfFrOkDfUc0RxGp&sharer_sharetime=1674516078220&sharer_shareid=906af092645a659de41fb2c28317f4e6&key=6e7ac0d5ef08861b2127ed86a8b45597209e66b0a6b08e775ddc825b775b2e31579fb4e95b45d7196eac82d5b599dd124c1fd8e7b25b89b2c33271fa3863be270fc1d523c50a4a5074336b386e94126fba452959ced170eb1a798a0b3c6b4c7679fb6046f2e16e64d95aa8833b9e73aca783ad646d50043f0fe051c28f7d1c5b&ascene=1&uin=MTE1NTIwNjc1Nw%3D%3D&devicetype=Windows+11+x64&version=6308011a&lang=en&exportkey=n_ChQIAhIQ14agchDfsS7tzHGLR%2Bu73hLwAQIE97dBBAEAAAAAANx6GEW%2B26MAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0WUDB1hpEv2d%2B3DU%2Femx8HEbHXqC0wGNZ%2Br%2FShRUmoRUQS0CHFEjpbWldBncYzQGRLki8DtRN6fBSu9l53JdL072A0vds1Ekbm5n%2Fq6AlprstDF5Erj1xzXh6UA8AVn%2Fylx%2FtlS5DPqba0Wh1V7FYT7QEJnbeneL8tyB7j9ONUtvB5OeuoNI0pLxq%2B%2B%2BZ%2BU5qSN2SYOQ37MYbxXwoX%2F8PT2SDkqqhnQchD6IcVEG%2FP8MgOlmkPSiU%2F12nSEyhBxMHk0qIC4fYBYCR8A%3D%3D&acctmode=0&pass_ticket=wujvrHtlcNVu6DUKKSQA4%2Bch6%2Bi8qJgqxdLYFXys0DuTKAh9kdI%2Fw7grL%2BZ7%2BAE9rP4HHjpUBveZ5HM5rBjXKQ%3D%3D&wx_header=1&fontgear=2
https://www.nature.com/articles/d41586-023-00075-4
https://www.nature.com/articles/d41586-023-00075-4
https://www.douyin.com/video/7186288391372279072
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5Nzg5NDkzOQ==&mid=2247483669&idx=1&sn=9e66ea531f434a7949f252f648a901cf&chksm=c06b9e61f71c17774578c566d39ad0c48ad78d39bfdc4842a68f51487441ebd3692895d9a88f&mpshare=1&scene=1&srcid=0115aiA99AbKNqDGgDzliYDl&sharer_sharetime=1673917545938&sharer_shareid=e34d853361561332b888565cd065c5d3&key=6e7ac0d5ef08861b30e457c11cef67666be9114703308d9dfc50a14973363f9d80821368621a20fedb64c6f7a9fcfac11cd601d151c2db5c6ecb85bbbee83eee464e6e350bca72641f1e881caa271a856d5f953f10d402014f91ad6af91da65b9effc5905cf05bb3cbb5c59682700df2fad0e1b9b51a578af89901433f57a21f&ascene=1&uin=MTE1NTIwNjc1Nw%3D%3D&devicetype=Windows+11+x64&version=6308011a&lang=en&exportkey=n_ChQIAhIQrq9bKfHG00COEzel05w3gRLwAQIE97dBBAEAAAAAAKqVNfLUidUAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0d98cxtUIXUObXawo1GGUZLNxakIIwCL5phJEP5gdRXuydm6Lk40P79p342cyU1Fq0Dpr8BC2hXkyuGpA6r4OYa97cEITeuJsowHpxS5VMpIhbbnCAct%2BCQCANJtncwPMNIA1NVQRkvyEZ4XrcnJCg3acVTE7di307iAT3jghnsy11G6FJFeKF1gE%2F%2FYqr9RY4MOcdmdnzqWsyKOmPld%2FL74Me4Lcgf48IO%2BICLq%2BaoLcjC5Apa6Ifiq9v2NJEKrGQfa3aJfY5CYfZg%3D%3D&acctmode=0&pass_ticket=CEVPnJ2fHgYoc59rt00AVklSutgCCS%2BeFleDmwad%2BX2pHAYEphSqRIaBdcpFOrjZoCP9DkHK8TRKtndpzBYoFA%3D%3D&wx_header=1&fontgear=2
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応が多く出た。中国各地の火葬場のあり様から見てこの数字を大きく上回って

いると見るのは自然だ。ただ、ここで嘘と決めつける前、発表で使われた表現に

も留意すべきだ。「全国の医療機関で発生した入院患者のうちの死者」と限定し

ており、「完全な統計」という表現を避けている。病院以外での死者はこの集計

に入れていない。一部の病院では基礎疾患との合併症はコロナ関連とせず、基礎

疾患そのものによる死者となっているとも伝えられている。 

 

1 月 14 日付シンガポール『聯合早報』掲載の台湾の中央研究院研究者に対す

るインタビュー記事によると、台湾と同じパーセンテージケースで計算した場

合、中国大陸では少なくとも 90万人の関連死者が出たと推計された。 

上海在住のライターがイギリス FT 紙の中文サイトに寄稿した以下の記事は、

さまざまな傍証と複数の推計方法を総合して、12 月 7 日以降の一か月間、毎日

の感染者数は 3700万人、累計 11億 2800万人で、関連死者数は 106 万人だと推

定している。 

⑥ 中国新冠防控急转弯后的统计数据争议 - 230117FT中文网  

 

 1 月 21 日付米政府の中国語放送 VOA は英国に本社ある健康データ予測分析会

社「Airfinity」の 1 月 11日の発表を引用し、中国での感染第 1波は 1月 13日

ピークを迎え、昨年 12 月以降の感染症による死者は累計 58.4 万人と伝えた。

なお、この 4 月末までに感染症による死者が累計 170 万人に達するとも予測し

ている。 

⑦ 专家：中国第一波新冠感染峰值已过 80%的人染疫 路透：各地火葬场还在

抓紧扩能 VOA230121(voachinese.com) 

 

 真実の数字は永遠に分からないかもしれないが、中国の権威部門は病院以外

のケースを含む総数についても、真相に近づける発表をすべきではないか。 

一方、大転換により、高齢者は一番衝撃を受けることが分かっているため、11

月末以降、高齢者対策が強化され、関連の具体的措置・指標が掲示された。 

前出第一部分⑤によると、 

11 月 29 日、「高齢者向けワクチン接種強化に関する通知」が発表され、接種の時

間間隔を 6カ月以上から 3カ月以上に短縮するとともに、「80歳以上の接種率の引き

上げを加速し、60-79歳の接種率を引き続き引き上げる」ことが求められた。 

明確な目標として 23 年 1 月末までに、80 歳以上の人のワクチン第 1 剤接種率は

65.8%から 90%に引き上げ、60−79 歳の対象者の接種率は 86.42%から 95%に延ばすと

設定された。 

 

https://d2b0shd2ijglgd.cloudfront.net/story/001098485?s=w&ccode=2CAcquisitionPMEmail20211012B#s=w
https://www.voachinese.com/a/china-says-covid-outbreak-has-infected-80-of-population-20230121/6928176.html
https://www.voachinese.com/a/china-says-covid-outbreak-has-infected-80-of-population-20230121/6928176.html
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 また、第一部分①の新華社記事によると、 

国家衛生健康委員会のデータによると、12月 25日現在、全国の重症医学ベッド総

数は 18.1万床で、12月 13日より 20.67%増加。全国の備蓄する「転換可能 ICU」ベッ

ド数は 10.48万床で、26.53%増加した。 

一部地域では一時期、「薬の買い占め」が見られ、一部品目の解熱剤・風邪薬が不

足したのに対し、国家薬品監督管理局はコロナの臨床診療で緊急に必要とされる薬品

の審査・審査・認可を加速し、12月 20日までに、ワクチン 5つを条件付きで認可し、

さらに 8つのワクチンの緊急使用が許可され、新たに治療薬 11件、各種検査試薬 128

件が承認された。 

12月に入り、イブプロフェン、アセトアミノフェンの 2 種類の重点解熱鎮痛薬の 1

日当たりの生産能力は 2.02 億錠に、抗原検査試薬の 1 日当たり生産能力は 1.1 億人

分に、N95マスクの生産能力は 1日当たり 1.9億枚超に大幅に伸ばしている。 

 

 自分は故郷の浙江省諸曁の山村桐樹林（親の出身地）で衛生員を務める従妹に

1 月 20 日の時点で確認したところ、「60 歳以上は全員に解熱剤を無料で配布し

ており、60 歳以下は診療所に来れば無料で支給している。もっとも咳止め薬は

やや不足」と回答してくれた。 

 

ちなみに、日本のテレビでは連日、「中国当局は毎日わずか数百数千人の患者、

数人の死者という出鱈目な数字を発表している」ことが取り上げられたが、上述

の FT中文サイトに掲載された記事④は、次のように説明している。 

感染状況の情報は毎日、国家衛生健康委員会の公式サイトで発表されていたが、「大

転換」後、正確な感染例の統計が難しくなり、データがますます疑問視されたため、

国家衛生健康委員会自身は発表するのが恥ずかしくなり、22 年 12 月 14 日から無症

状感染者のデータを公表しないことを決定し、12月 25日から毎日の感染状況情報を

発表しなくなった。ただ、「参考と研究に供する」理由で、中国 CDC による発表をそ

の後もしばらく許可した。 

すなわち、全員による PCR検査をやめたため、公式発表は 12月末に終了して

おり、CDC の HP では「これまでと同じルートで報告された感染者と死者数を参

考用に載せた」だけだ。これは中国の官僚機構の怠慢とちぐはぐさを現すが、「中

国当局が真実を隠蔽」する例とするのは、無知のためか、「共産党体制の隠ぺい

体質」ありきの結論に持っていくための話になる。実際にその間、中国各地では

相次いで感染率何パーセントというサンプル調査による推定数字が公表されて

いた。最新の状況から見て、その間に公表された推定の感染率と感染者数はほぼ

実際の状況を反映していると言える。 
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四 なぜ日本と韓国にだけ報復措置を取ったか 

中国は「大転換」して、欧米並みの事実上の「集団免疫」政策に転換したが、

日本・韓国との間で外交的トラブルが発生している。中国国家移民管理局は 1月

11 日、「最近、少数の国家で中国公民に対する差別的入国制限措置を実施した」

ことにより、日韓両国民に対する入国ビザ発給を中断すると発表した。 

いつも一部のライターは陰謀論と絡めて中国と関連する問題を取り上げるが、

今回の件についても、例えば、以下のような記事がある。 

① 中国はなぜ日本と韓国だけ“嫌がらせ”をするのか 230113 Yahoo!ニュ

ース 

これについて専門家の間では、両国がそれぞれ米国の重要な同盟国であることを

挙げ、中国当局の相次ぐ措置には防疫次元を越えて「日米韓 3カ国協力」をけん制

しようとする意図があるという指摘が出ている。 

「日米韓協力」へのけん制、嫌がらせとする説は憶測の典型例だ。最新の全年

の数字をまだ見ていないが、22 年の中韓貿易総額は日中を超え、中国の第 2 の

貿易相手国になると去年前半からの貿易統計で趨勢が指摘されていた。 

② 专 家 ： 韩 国 有 望 在 今 年 赶 超 日 本 ， 成 中 国 第 二 大 贸 易 国 

220610(huanqiu.com) 

 韓国との経済貿易関係が急速に発展していて、自ら潰すはずはないだけでな

く、「日米韓」の三者協力を嫌うという政治の目的なら、中国は日本と韓国を切

り離すことに力を入れるはずで、日韓を共に叩くことはそれこそ「日米韓」に追

い込むことになるのではないか。論理が合わない。 

 

 別の解説は一部の真実に近づいている。 

③ 【ビザ発給停止】“報復”なぜ日韓だけ？習主席の「引くに引けない事

情」とは？（テレビ朝日系（ANN）） -230111 Yahoo!ニュース 

   中国当局は日本と韓国の水際対策を厳しいとみています。日本や韓国は到着した

時に検査を求め、陽性であれば隔離まで求めています。一方、イギリスやアメリカ

は陰性証明があれば検査や隔離までは求めていません。 

   そのため、中国からみれば日本と韓国の措置が厳しいというように感じ、中国外

務省は「科学に基づかない差別的な対策」だとして、これを批判してビザの発給停

止に踏み切りました。 

このやり取りに続き、番組キャスターから「日本や韓国の他にもフランスやイ

タリアも同じような措置を取っているが日韓との差は一体、何なのか？」と聞か

れたが、 

理由を深読みすると、近場の日本や韓国には甘いところを見せたくないというと

ころがあるのかもしれません。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/dae8de4011a4202ba613847857cc6c0dc42c294f
https://news.yahoo.co.jp/articles/dae8de4011a4202ba613847857cc6c0dc42c294f
https://world.huanqiu.com/article/48MvzTIas1l
https://world.huanqiu.com/article/48MvzTIas1l
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f4a4d8d8a4a446dcd06e6ca322ead8695dd004a
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f4a4d8d8a4a446dcd06e6ca322ead8695dd004a
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国民感情なども配慮し、まずは対抗措置を日本と韓国から始めたということが言

えるのかもしれません。 

というような口ごもった解説をしている。 

 しかし実際はフランスやイタリアを含め、日韓両国と同じような中国からの

渡航者だけを対象とする措置を結果的に取っていない。以下の記事は比較的に

真実に近い。 

④ 「空港で犯罪者扱い」…韓国はなぜ中国の最初の報復対象となったのか 230112 

hankyoreh japan (hani.co.kr) 

 それによると、 

中国外交部の汪文斌報道官は10日のブリーフィングで「韓日以外の国に対してもビザ発給

を中止するのか」と問われた際、「我々は一部の国が中国に対して取っている差別的入国制限

措置に断固反対し、相互措置も取る」と答えるにとどまった。（中略） 

現在のところ、中国からの入国者全員に対して入国後のPCR検査を強制している国は韓国、

日本、台湾のみ。欧州連合（EU）は最近、27の加盟国に中国からの入国者に対する防疫を強

化させているが、全員に対するPCR検査ではなく無作為検査を奨励している。米国もPCR検

査は中国からの入国者全員に対して行ってはいない。 

中国のマスメディアや SNS では、特に韓国政府の措置を批判する書き込みや記事が広範に

広がっている。（中略）例えば、中国人が仁川（インチョン）空港に到着すれば必ず黄色の標

識をかけさせられるが、中国のネットユーザーらはこれについて「全世界の入国者の中で中

国人だけにイエローカードをかけさせる。屈辱的だ」「犯罪者扱いしている」と強く糾弾して

いる。また、入国後に感染が確認された際に隔離される施設の環境が悪く、中国人の必需品

であるお湯も提供されないとの批判も見られる。 

 ちなみに、台湾も最後は到着後の強制

検査の措置を取らなかった。中国の認識

では、全世界で中国人に対するビザ発給

の制限措置を取り、入国時に中国発便に

乗った人にだけ PCR検査を求めているの

は日本と韓国だけだ。 

⑤ 中国から入国、8 日からコロナ

PCR 検査必須に 岸田首相表明 

230104 日本経済新聞 

 この記事で要約された「中国への水際

対策を強める」措置一覧表は右の通り。 

 

 ここでビザ発給の制限に触れていな

いが、1月 20日付北京駐在日本大使館の

https://japan.hani.co.kr/arti/international/45611.html
https://japan.hani.co.kr/arti/international/45611.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0440I0U3A100C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0440I0U3A100C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0440I0U3A100C2000000/
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「ビザ発給の制限を緩和」通知が新たに掲載された。 

⑥ 有关签证的消息（2023年 1月 20日） 日本国驻华大使馆(emb-japan.go.jp) 

 日本大使館の HPに掲載された中国語の最新通知は次の通り。 

   在日本国驻华大使馆，由于受疫情影响，有一段时间临时不得不缩小了签证业务，

随后根据疫情变化，签证业务早已恢复正常。 

日本語に翻訳すると、 

 在中国日本国大使館は、感染症の影響である時期においてビザ業務を縮小せざるを

得なかったが、その後、感染状況の変化に応じてビザ業務はすでに正常化している。 

  

 中国の大転換に対し、欧米でも一時期、大騒ぎし、中国からの渡航者を制限し

ようとの声が上がった。それにストップをかけたことに、1 月 6 日付 NY タイム

ズに掲載された以下の記事が大きなインパクトがあったようだ。 

⑦ Opinion | America’s Covid Test Requirement For Chinese Is a Farce - 

230105The New York Times (nytimes.com) 

针对中国的旅行限制是一场闹剧 - 230106 纽约时报中文网 (nytimes.com) 

「中国を標的とした旅行制限は茶番劇」と題する特別寄稿を日訳して少し長

く引用させてもらおう。 

コロナの流行が終息し、Covidはもはや本当の危険ではないというのは米国の主

流的見解だった。バイデン大統領自身もそう話した。それを深刻な健康リスクと考

える米国成人は 12%に過ぎず、冬の「トリプル流行」間でも、全国的な抑制措置は

取られていない。（中略）ところが、中国が世界に再び開放されると、政府はさっそ

く動き出した。中国での感染者数の急増がより危険な変異体を生み出す可能性があ

るとの懸念があるとされるが、米国自身で最新のオミクロン変異体 XBB.1.5が急速

に感染拡大しているのに、全国規模のマスク要請や警報を出していない。 

なぜ政府は XBB.1.5 で行動を取らないのに、「中国変異種」の侵入を阻止すべき

危険で不安定な疫病と見なすのか。これは、2020年初めの中国人乗客への旅行禁止

令とそっくりだ。コロナをニューヨークに持ち込んだ欧州からの観光客を無視して、

中国からのコロナ感染に焦点を当てた人種差別的な政策決定なのだ。 

アジア人を「病気にかかった異質的存在」とする数百年来の思考様式、コロナウ

イルスを「中国ウイルス」と決めつける観念の再来だ。これにより、米国にいるア

ジア人は再び人種差別主義のスケープゴートの標的となりかねない。（中略） 

コロナウイルスは国籍や国境を問わない。中国人特有の問題とみなすことはアジ

ア人に対する差別であり、米国民を守ることにならない。 

 おそらく米国では人種差別の話が一番説得力あり、バイデン政権と一部のヨー

ロッパの国は中国からの渡航者に対して搭乗前の陰性証明提出を要求する（中

国も同様に要求している）が、到着後の中国便乗客だけを検査する政策を取らな

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/00_000485_00217.html
https://www.nytimes.com/2023/01/05/opinion/covid-testing-rules-china-usa.html
https://www.nytimes.com/2023/01/05/opinion/covid-testing-rules-china-usa.html
https://cn.nytimes.com/opinion/20230106/covid-testing-rules-china-usa/dual/
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かった。 

 

イギリス FT 紙の中文サイトも、「中国からの渡航者を標的にした米欧のコロ

ナ政策は全世界の共同対処にマイナス」との題をつけて、NY タイムズの同記事

を、解説つけて紹介している。 

⑧ 美欧针对中国旅客的防疫政策不利于全球抗疫  - FT 中文网 

(d2b0shd2ijglgd.cloudfront.net) 

 

結局、中国からの入国者に対し、到着した空港で「特別検査」の措置をとった

のは日本と韓国だけだった。これに関して秦剛外相は「差別的、非科学的、過度

的」と呼んで批判した。 

中国の研究者は欧米の専門家の見解も引用しながら、日韓のやり方を批判し

ている。 

⑨ 对中国游客差别对待无助于全球疫情应对和经济复苏_230107 中国网 

(china.com.cn) 

中国人観光客に対する「差別的」な防疫政策は、典型的なイデオロギーと政治的

考慮から出発し、「選択的法執行」を行うものであり、当然有識者の反対を招く。フ

ランスのウイルス学者ブルーノ・リナー氏は、中国で新たな変種が出現するという

恐怖は「幻想」だとした上で、「フランスの現在の 1日当たりの住民 10万人あたり

の感染件数 440件の割合と比べると、1日に数十人の中国人が来ることは取るに足

らない」と述べ、観光客に対する検査は「科学的な意味よりも政治的な意味の方が

大きい」と指摘した。米コロンビア大学の疫学専門家ジェフリー・シャーマン氏も、

中国人旅行者の入国制限に反対意見を表明している。「そんなことをするのは理に

かなっていないと思う」とし、「旅行禁止令の目的はウイルスを国外から遮断する

ことだが、ウイルスがすでにどこにでもいることに鑑み、そうするのは理にかなっ

ていない」と述べた。 

 

 日韓のやり方を念頭に、東南アジア諸国があのような差別化をしないとして、

シンガポール保険相が議会で行った説明は一番説得力がある。 

⑩ 未发现新毒株 仅一从中国输入重症病例 王乙康：边境防疫措施暂不收紧 

聯合早報 230110 (zaobao.com.sg) 

 シンガポール紙『聯合早報』記事の抄訳： 

王乙康保健相は月曜日（1月 9日）に議会で、シンガポールがグローバルのコロ

ナ感染に関する対応について大臣声明を発表した。昨年最後の 4週間で、中国から

の入国者のうち、約 200人のコロナ感染が検出されたが、我が国からの輸入症例の

5%弱しか占めておらず、7人の重症輸入症例のうち、中国からの入国者は 1人にと

https://d2b0shd2ijglgd.cloudfront.net/story/001098413?s=w&ccode=2CAcquisitionPMEmail20211012B&archive#s=w
https://d2b0shd2ijglgd.cloudfront.net/story/001098413?s=w&ccode=2CAcquisitionPMEmail20211012B&archive#s=w
http://www.china.com.cn/opinion2020/2023-01/07/content_85045525.shtml
http://www.china.com.cn/opinion2020/2023-01/07/content_85045525.shtml
https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20230110-1351750
https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20230110-1351750
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どまったこと、年明けして以来、中国からの入国者からコロナ関連重症患者と、よ

り毒性の強い新変種の毒株のいずれも検出されていないため、現時点で防疫措置を

調整する必要はないと述べた。 

王氏は、「シンガポールが中国からの入国者全員にだけ検査を求めるなら、確定

患者や重症例の多い地域から入国する人や、ウイルスの感染が拡大しやすい現地コ

ミュニティに対しても、同様の規定を実施する必要があるのではないか」とし、「シ

ンガポールが別の感染の波を経験する場合、他の国からどう扱われるかも考える必

要がある」と説明した。 

王大臣は、「変異種はどの国からも持ち込まれる可能性があるため、それに対す

る効果的な世界的なモニタリングシステムが必要だ」と強調した。（中略） 

分析の結果が示しているのは、現在中国で伝播している主流の毒株 BA.5.2 と

BF.7 は、数か月前にシンガポールやその他の地域で発見されており、世界各地で

650種を超えるオミクロン亜型変異株が検出されている。 

 中国からの感染者は入国感染者の 5%に留まり、変異種が見つかっていないこ

と、新しい変異種が発見されたほかの国に対して同様な制限措置を取っていな

いこと、一カ国だけを対象とする差別的措置は、自国も同じ問題が生じた場合、

「やり返し」を受けかねないことなどを挙げて、「中国を差別しない」政策の根

拠とした。 

 

1月 8日の時点で、アセアン諸国、中東、アフリカ、オーストラリア、ニュー

ジーランド以外、少なくともヨーロッパではフランス、オランダ、オーストリア、

スペイン、ポルトガル、スイス、ノルウェーなどの政府部門は中国からの入国者

を差別せず、歓迎すると発言している。 

⑪ 中国重启出境游 世界各国有多欢迎中国游客？230108 (10jqka.com.cn) 

 イタリア観光局の中国首席代表は「より多くの中国人観光客がより早く来訪

するために、十分な準備を整えた」と 1月中旬、中国記者に語った。 

⑫ 意大利：已做好充足准备，欢迎中国游客到访_230116 南方网  

 

ようやく旧正月を迎える中、韓国は中国に対して改善措置を協議する用意が

あると表明し、日本と中国はいずれも、相手国に対する制限や報復措置を少しず

つ緩和している。 

3年ぶりに上海に帰省しようとする自分は、日中間でもっと自由に往来し、航

空便数が増え、航空料金が下がるよう望んでいる。すでに多くの問題を抱えてい

る中で、やはりまず人的交流を阻害する諸要素を一日も早く取り除き、触れ合い

を通じて民間人同士の交流・相互理解を増やしてほしい。 

（了） 

http://t.10jqka.com.cn/pid_263654242.shtml
https://news.southcn.com/node_742c1a40f1/156effab22.shtml

