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世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、その影響は各国

の経済活動に深刻な影響を与えている。日本では、新型コロナウイルスの

感染拡大阻止に向けて、政府や自治体が様々な政策を打ち出し続けてき

た。2月 25日、政府は企業に対して、発熱等の症状が見られる職員等への

休暇取得の勧奨、テレワークや時差出勤の推進等の強力な呼びかけを開

始した。その後、3月 25日に、東京都は都民に対して週末の不要不急の外

出を控える要請を行った。そして、更なる感染拡大を抑制するため、政府は

4月 7日に緊急事態宣言を発令した。これにより、対象地域の各自治体は

外出自粛や営業休止を要請する法的な裏付けを得た。 

このような政策の下、多くの人々の努力によって、日本では、新規感染者

数の堅調な低下を実現することに成功した。これを受けて、全国で適用され

ていた緊急事態宣言も、5月 14日には 39県で解除されており、5月 25日

には、残る地域も含めた全面解除が行われた。もちろん、緊急事態宣言が

解除されたとしても、新型コロナウイルスの感染拡大以前の経済活動が即

座に行われるわけではなく、また、新規感染者数の再度の増加が生じれば、

自治体の休業要請が再び厳格化されることが想定される。今後は、経済活

動の再開とウイルスの感染拡大抑制という大きなテーマの両立を求める、い

わゆるウィズコロナの世界（新型コロナウイルスと共存する世界）へシフトして

いくことになる。 

本稿では、このようなウィズコロナの世界において想定される、経済活動

の持続的な活動ペースについて、感染症数理モデルを用いたシミュレーシ

ョン、及び携帯電話の GPSデータが示す人々の過去の経済活動状況との

関係性を踏まえた検証を行った。 
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生物の個体数や、物体の移動、電力の制御や、株価の変動など、多

岐にわたる現象を数理モデルを用いて表現することは、社会科学、自

然科学を問わず、一般に行われている。本節では、新型コロナウイル

スのような感染症の広がりを表現する際に用いられることの多い、SIR

モデルを用いて、先行きの感染者数の広がりのシミュレーションを行

う。 

始めに、感染症の拡大状況を示す 3つの変数として、未感染者数 S 

（Susceptible： 感染の可能性がある人) 、感染者数 I （Infected： 感

染中の人）、治癒済者数 R（Recovered： 感染後に人に感染させるこ

とがなくなった状態の人、死亡者含む）を定義する。また、各変数は

時間の経過に伴って変化するため、時点 tにおける各変数を、S(t)、I(t)、

R(t)と表記する。 

これらの表記を用いると、感染状況を表す各変数の変化は、図表 1

の左式に示す微分方程式を用いて記述できる。これは、「ケルマック・

マッケンドリック・モデル」として知られるものであり、未感染者数

は新規感染者数の増加によって減少し（第 1式）、感染者数は新規感染

によって増加すると共に治癒によって減少する（第 2式）、というシン

プルな構造となっている。なお、モデル内の各変数のアルファベット

から、SIRモデルとも呼ばれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本節では、同モデルを用いて、日本における新型コロナウイルスの

今後の感染拡大状況のシミュレーションを行う。シミュレーションに

向けて、図表 1左式に掲載した微分方程式を基に、離散時間ベースで

表記した感染拡大モデルを右式に示した。本分析で使用可能な感染者

数の公表データは日次ベースであることから、ここでは時間変化の間

隔を表すΔtを 1日としてモデルの実装を行う。 

感染症数理モデルに基づく 

シミュレーション 
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更に図表 2では、感染者数のシミュレーションを行う上で必要な関

係式、概念について追記する。本モデルでは、前述の通り、治癒済者

数 R(t)を、感染後に人に感染させることがなくなった状態の人と定義

している。そのため、感染が確認され、完全な隔離状態に置かれた人

や、死亡者もここに含まれる（後述するが、本稿では平均治癒期間 D

を 14日とする）。 

また、感染拡大のペースを考える上で重要なものとして「実効再生

産数」という概念が挙げられる。これは、平均治癒期間中に感染者一

人から新たに発生する感染者数として定義され、治癒確率γが変動し

ない限り、短期的には感染確率βの変動に強く依存する。 

次に、本モデルを用いて、日本における実際の新型コロナウイルス

の感染拡大状況を再現したい。図表 3にこれまでの新規感染者数の推

移を掲載した。年初頃より徐々に感染者数は増加し始め、3月下旬頃

からそのペースが大きく加速していたことが分かる。一方で、4月上

旬頃からは、新規感染者数は減少に転じ、足元では 3月頃の水準まで

低下している。 

このような推移を踏まえ、図表 3では SIRモデルを用いて新規感染

者数の推移の再現を行った。図中では、4月 7日の緊急事態宣言発令

の 1週間後までは、感染拡大のペースを表す実効再生産数 Rを 2.5と

し、それ以降の R値を 0.6としてモデルの設定を行ったところ、概ね

の動きを再現することができた。なお、ウイルスに感染した場合は、

自覚症状なく治癒するケースや、発症後、様々な対症療法を経て治癒

するケース等が挙げられる。ただし、仮に重症化等により治癒期間が

長期化するケースでは、ある程度の時点で感染が確認されることで、

周囲から隔離されることが想定されることから、周囲への新規感染リ
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スクは低下し、モデル上では治癒済みと同一に扱うことが可能になる。

これらを踏まえ、本モデルでは平均治癒期間 Dを 14日で一定と仮定

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、実際の新規感染者数の推移が本モデルを用いて概ね表

現できることが確認できたことを踏まえ、図表 3では、今後の新規感

染者数の変化について、同モデルを用いた実効再生産数別のシミュレ

ーションを行った。ここでは、4月 7日に発令された緊急事態宣言が、

5月 14日に 39県で解除され、人々の経済活動の自粛度合いが変化し

ている可能性を踏まえ、その 1週間後からの実効再生産数 R値を変化

させている。図表 3に示した通り、実効再生産数 Rの値が 1を上回っ

た状態が続くと、新規感染者数は増加の一途を辿ることになる。なお、

日本の人口は 1億 2千万人超であることから、本シミュレーション期

間においては、免疫獲得者数の増加に伴う感染ペースの減少（集団免

疫の効果）が顕在化することは無い。本シミュレーション結果が示す

重要なポイントは、実効再生産数 Rの値が増すと、新規感染者数の増

加ペースは加速度的に大きくなっていく点である。 

そのため、今後もウイルスの感染拡大を抑えるためには、実効再生

産数を高くとも 1程度の水準で維持させる必要があるが、そこで問題

となってくるのが、経済との見合いである。緊急事態宣言下のような

経済活動の自粛を行えば、感染の拡大は急速に抑えることができるが、
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同時に経済活動も大きく停滞した状態が続くことになる。 

この問題を考える上でカギを握るのが、実効再生産数 R値の把握で

あろう。以下では、実際の感染者数の観測値と、平均治癒期間 Dを 14

日とした仮定に基づき、本シミュレーションで用いた SIRモデルの推

移式から、実効再生産数 Rの逆算を試みた。図表 4右図に、本手法で

求めた Rの推計結果を掲載した。これによると、R値は当初は 2台後

半で推移していたが、4月以降、基調的な低下を続け、足元では 0.3

程度まで低下していることが窺える（Dの設定方法によって推計値は

変化することから幅を持ってみる必要がある点には注意が必要）。 

実効再生産数は、感染者がどの程度人に感染させるかを表す指標で

あるが、4月以降の緊急事態宣言下において、人々が経済活動を自粛

し、ソーシャルディスタンスを確保したことで、本指標の大きな低下

をもたらすことに成功したことが確認できる。次節では、本推計結果

を踏まえ、実効再生産数 Rを 1 程度で維持しながら経済活動を行う、

ウィズコロナの世界でのニューノーマルな状態を検証したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウイルスの感染ペースを抑える方法としては、様々なものが挙げら

れる。中でも、衛生管理や免疫力向上に向けた取り組みに加えて、ウ

イルスの人から人への感染を物理的に断つというソーシャルディスタ

ンスの確保は重要な手段となろう。 

そもそも、図表 2に示した実効再生産数の式が Rt =βS(t)Dである

ことからもわかる通り、感染者が未感染者との接触を減らせば（S：未

感染者数）、それに比例して Rtの値も低下する。安倍首相が緊急事態

携帯電話の GPSデータか

ら見た人々の活動状況 
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宣言の発令の際に、「最低 7割、極力 8割、人との接触を減らしていた

だければ、必ず我々はこの事態を乗り越えることができる」と語って

いたのは、この考えに基づくものであろう。 

この点を考える上で参考となるのが、携帯電話の位置情報（GPSデ

ータ）に基づく、人々の活動状況データである。著者らはこれまで、

新型コロナウイルスの感染拡大の兆候を受けて、国内主要地点におけ

る人々の活動状況のモニタリングを行ってきた（「2020年2月19日付、

野村 Global Research、経済解析レポート - 携帯電話位置情報を用い

た経済活動分析」参照」）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6では、日本を代表する商業エリアである新宿の、休祝日の来

街者数と、平日の勤務者数の推移を掲載した（新宿駅を中心とした半

径 1キロメートル以内の人数）。3月以降、人出の減少が見られていた

が、特に東京都が週末の不要不急の外出を控える要請を行った 3月末

以降、一段と低下している。このような傾向は日本各地で観測されて

いる（「2020年 4月 28日付、野村 Global Research、経済解析レポー

ト - 携帯電話位置情報を用いた経済活動分析 （アップデート）」）。 
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これらを踏まえ、携帯電話の GPSデータに基づく人々の活動状況と、

前述の SIRモデルにおける感染拡大のペースを表す実効再生産数 R

（本稿計測値）との比較を、図表 7に示した。これによると、人々の

経済活動の自粛度合いと、実効再生産数 Rの間には先行遅行関係があ

ると見られる。R値は新規感染者数の実績値より逆算して求めた値で

あることから、感染、発症、PCR検査というプロセスを経て、確定し

た新規感染者数が、人々の経済活動に遅行していることは理にかなっ

ていると言えよう。 

また、図表 7を眺めると様々なことが見て取れる。そもそも、新宿

エリアの人出と言っても、休祝日の来街者数（サービス消費との連動

が高い。詳細は「2020年 2月 19日付、野村 Global Research、経済

解析レポート - 携帯電話位置情報を用いた経済活動分析」参照）と、

平日の勤務者数（テレワークの浸透によって大きく減少）とは、変動

が異なる。具体的には、休祝日の来街者数は、3月下旬時点で大きく

減少していたが、平日の勤務者数が大きく減少したのは、緊急事態宣

言の発令以降となる 4月中旬時点である。この点を踏まえると、企業

におけるテレワークの浸透には緊急事態宣言の発令が大きく貢献して

いたことが分かる。 

 

ニューノーマルは 

4月上旬頃の状態か 
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最後に、これらの情報に基づいて、緊急事態宣言解除後のニューノ

ーマルの世界を考えたい。前述の通り、実効再生産数 Rが 1を超えた

場合、感染者数は加速度的に増加してしまうことから、そのような状

況では、政府、自治体は再度の経済活動の自粛を求めると見られる。

結果、ワクチンや治療薬が開発されるまでの、ウィズコロナの世界で

は、実効再生産数 Rが 1を僅かに上回る程度の状態が、定常状態とな

ろう。この点を踏まえ、図表 7を再度眺めると、実効再生産数 Rが 1

程度となる水準を維持していく上で必要となる環境は、人々の経済活

動の観点からは、4月上旬頃の状態と言えよう。 

4月上旬の経済状況を、マクロ関連データから振り返ると、消費の

断層的な落ち込みが始まった時期である（「2020年 5月 11日付、野村

Global Research、経済解析レポート- 高頻度データを用いた緊急事態

宣言下の消費動向の推計」参照）。図表 8に示したクレジットカードの

決済データからも、外出自粛ムードの中、サービス消費を中心に消費

が大きく落ち込んでいたことが分かる。 

今後、緊急事態宣言解除後も、人々がこの時と同程度の経済活動を

維持すれば、新規感染者数の再度の上昇を抑えることは可能であろう。

ただし、そのような人々の活動の継続は、経済活動低迷の長期化を意

味することになる。 
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もちろん、ウィズコロナの世界では、ソーシャルディスタンスが意

識されたビジネスモデルや、新しい暮らしのスタイルの定着が想定さ

れることから、必ずしも、4月上旬のように、人々がステイホームを

継続させた状態を続けなくても、実効再生産数 R≤1が達成され続ける

可能性はあるだろう。 

今後、経済活動に強い制約をかけることなく、経済活動を再活性し

ていくためには、今回の緊急事態宣言下で大きく浸透したテレワーク

の継続や、時差通勤の更なる導入、また、うがい手洗い等の衛生管理

の徹底、睡眠や食事等を通じた免疫力の維持など、様々な取り組みを

続ける必要があるだろう。 

逆に言うと、これらの取り組みを通じて、4月上旬と同程度のウイ

ルスの感染拡大の抑制環境を実現しない限り、緊急事態宣言の解除後、

人々の経済活動が再開していく中では、再び感染者数の指数関数的な

増加がもたらされることになる。その結果、再度の経済活動自粛要請

を経て、経済活動の低迷が長期化していく可能性には注意が必要であ

ろう。 
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