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はじめに

　2020年は新型コロナウイルス一色の年となっ
た。多くの国で感染対策が叫ばれ、ロックダウン
や学校閉鎖などの大規模な政策を始めとして、マ
スクの着用義務や集会の禁止なども含めて様々な
非医学的介入政策が導入されてきた。その上で、
常に議論に上がったことは、それらの感染抑止政
策がどれくらいの経済損失を伴うかという点で
あった。このとき人々の念頭にあったのは、感染
対策を行って人々の健康を守ることと、経済を落
ち込ませないことのトレードオフであろう。この
問題は一見すると非常に難しい。なぜなら感染対
策は疫学によって分析されるもので、また経済損
失は主にマクロ経済学の範疇に含まれるため、そ
れぞれまったく異なる学問分野の知見を必要とす
るからである。しかし興味深いことに、コロナ危
機の早い段階、具体的には 2020年 3月後半頃か
ら、マクロ経済学モデルと感染症疫学モデルを融

合させて両者を統一的に分析するフレームワーク
の開発が行われてきた。これは SIRモデルと呼
ばれる感染症数理モデルの動学体系が、マクロ経
済モデルと非常に近かったことから可能になった
ものである。これらのモデルにより、非医学的介
入政策のトレードオフを論じることが可能になっ
ただけでなく、特定の産業や国民にターゲットを
置くなどより効率的な感染抑止方法も研究される
ようになった。
　本稿では、このようなコロナウイルス感染を取
り込んだマクロ経済モデルを疫学マクロモデルと
呼び、これについて概観する。この医療経済研究
を読まれる読者のうち多くも、2020年は研究が
様変わりした経験をしたのではないかと思う。こ
れまで経済学は論文の出版に何年もかかるなど、
特に理系に比べて学問の進歩は遅かったと言え
る。しかし刻一刻と変わっていくコロナ危機の中
で、速やかに現状を把握してより良い政策を探求
するために速報性を持った研究が多く行われるよ
うになった。特に 48時間での査読とその後数日
以内での掲載を謳ったコロナ関連の経済分析の専
門誌であるCovid Economics, Vetted and Real-
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Time Papersの創刊は象徴的であったと言えよ
う。この間、応用ミクロ経済学を中心とする実証
研究では、公表までの時間的ラグの大きい公的
データに比べて民間企業の保有するオルタナティ
ブデータの利用が広がるなどの変化を見せた注1。
もちろんそれらは新規性の大きいものであった
が、それでも手法面では伝統的に使われてきたも
のを今回の危機にあてはめたものと言える。それ
に対し、マクロ経済学は疫学という全く別分野の
モデルを統合させたという意味で異色であった。
　感染症モデルを取り込んだマクロ経済モデル
は、主に 2つに大別される。ひとつは疫学の
SIRモデルを直接用い、それに非医学的介入政
策による経済損失を単純に行動制限と相関するよ
うなものとして計算可能にしたものである。本稿
では便宜的に非行動 SIRモデルと呼ぶことにす
る。重要な点は、モデル上での人々の行動は政策
により変わりうるものの、合理的な意思決定によ
る自主的な行動変化は考慮されていないことであ
る。これらのモデルの非常に簡単な問題点として
は、例えばスウェーデンなどのようなほとんど非
医学的介入政策を行わなかった国についても消費
を始めとする経済活動の大きな落ち込みがあった
ことを説明できない点が挙げられる。もうひとつ
は、人々が将来の感染リスクを判断しながら自主
的に社会経済活動を決めるという意思決定が考慮
されたモデルである。本稿ではこれらを広く行動
SIRモデルと呼称することにする。これらのモ
デルではコロナウイルス感染拡大による経済の落
ち込みについて、人々の自主的な行動変化による
ものと、ロックダウン等の政策によるものの両者
が分析可能となっている。また、行動 SIRモデ
ルのうち社会活動が具体的な消費・労働などに
よって表され、またその取引や価格が市場均衡を
通して決定されるモデルも多く開発されており、
SIR Macroモデルなどと呼ばれている。

　本稿では、疫学マクロモデルについて議論する
前に、まずコロナ危機を経済ショックとして捉え
た場合、伝統的なマクロ経済学のフレームワーク
でこれがどう解釈されたか、具体的にはコロナ危
機は需要ショックなのか供給ショックなのか、と
いう議論を紹介したい。読者の方も学部で
AD-ASモデルを学習されたと思うが、コロナ危
機は金融危機などの通常の不況と根本的に異なっ
てこれらのモデルで扱うことができないことを示
す。次に、感染と経済のトレードオフを踏まえて
疫学マクロモデルの分析目標を定めるために、パ
ンデミック可能性フロンティア（pandemic 

possibility frontier）という概念を導入する。
そして、疫学モデルを直接用いた非行動 SIRモ
デルの分析について概観し、その後個人の意思決
定や市場均衡を導入した行動 SIRモデルを解説
する。最後に、これらを用いた日本の緊急事態宣
言の分析を紹介したい。なお、SIRを用いた経済
論文は数百本程度あると考えられ、とても全体を
網羅することはできない。そのため、本稿では代
表的な文献を紹介するにとどめ、代わりに基礎的
なモデルの構造や概念について分かりやすくまと
めることに注力したい。なお、これらのモデルの
解説はすでにいくつか存在している。まず疫学モ
デルについては数学セミナー 2020年 9月号に特
集が組まれている。疫学マクロモデルについて
は、田中（2020）にまとまっており、また理論
的側面は岩本（2020）が詳しい。さらに、日本
銀行金融研究所の金研ニュースレター注2で代表
的なモデルが解説されている。その他の実証研究
まで含めての展望論文としては、日本語では森川
（2020）、英文では Brodeur et al. （2020）が詳
しい。これらに比べて、本稿では体系的かつより
掘り下げた解説を行い、また日本の研究を大きく
取り上げる。
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コロナ危機は、需要ショックか
供給ショックか？ 

　新型コロナウイルス感染が拡大し、中国のよう
なパンデミックと経済危機が現実味を増した
2020年春頃、まずマクロ経済学者を悩ませたの
は、これをいったいどういう経済ショックとして
捉えるべきかという問いである。例えばロックダ
ウンによって工場の操業が止まったようなケース
を考えると、これは供給ショックと言えるかもし
れない。一方で、感染の恐れによってサービス財
を中心として消費者の購買意欲が下がったと考え
ると、これは需要ショックとも考えうる。学部レ
ベルの標準的マクロ経済モデルであるAD-ASモ
デルの枠組みで考えた場合、両者では臨むべき政
策対応がまったく異なるため、この違いを間違え
ると大きな経済的損失を被りかねない。需要
ショックの場合は通常の経済危機と同様に財政・
金融政策を通じた総需要喚起政策が重要になる

が、仮に供給ショックであったとすると逆にイン
フレを加速するだけで効果はないかもしれない。
この場合には、経済政策はマクロ的側面ではな
く、社会保障の役割としてコロナ渦で困窮した世
帯を救済する再分配政策にのみ絞られるべきとな
る。しかし、我々も含めて多くのマクロ経済学者
は、そもそもこのような議論自体に違和感を感じ
た。例えば、AD-ASモデルの熱心なサポーター
でもある Paul Krugmanも、今回の危機にはこ
の枠組みが使えないと述べている注3。
　この問題にシンプルな考え方を提唱したのが
Guerrieri et al. （2020） である。まず、今回の危
機はそもそもマクロレベルで需要や供給を議論す
るべきものではなく、サービス産業などの感染リ
スクの高い一部のセクターが図 1（A）の点線のよ
うに需要も供給も同時に止まったものと捉えるの
が自然である。このようなセクターショックを前
提とすると、図 1（A）の実線のような残った非
サービス産業において需要と供給のバランスを考
えることが必要になる。仮にサービス財と非サー

図1　コロナ危機の産業別ショックと給付金波及経路
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ビス財が、例えば旅行とスーツケースのように補
完的であった場合には、サービス財消費の減少は
非サービス財需要も減退させるため、コロナ危機
は需要ショックとして捉えられる。逆に、例えば
外食と食料品のように代替的であった場合には、
非サービス産業で需要が超過するために、負の供
給ショックと同等であると考えられる。このよう
に、コロナ危機をマクロレベルで捉えることには
限界があり、産業で分割して考えたうえでその間
の関係性を考えることが重要になるため、この不
況はマクロ経済学者にとって一筋縄ではいかない
ケーススタディとなった注4。
　さらに付随して、Guerrieri et al. （2020）は
仮にこの危機が需要ショックに該当する場合でも
財政政策の乗数効果が極めて小さくなる可能性を
見出した。これは、図 1（B）で表されるように、
仮に実際に 2020年春から夏に実施されたような
特別定額給付金等が配られたとしても、それは主
に非サービス財の購入にあてられることになるた
め、資金が必要なサービス産業の労働者には 2

次的に資金が回らないことによる。経済危機の構
造だけでなく、政策インプリケーションも通常の
不況とは大きく異なっている。

パンデミック可能性フロンティア

　コロナウイルス感染と経済損失について、一般
的には直線的なトレードオフとして捉えられてい
る。例えばロックダウンを強化すれば感染を抑え
られるが、同時に経済は落ち込むという具合であ
る。マクロ経済モデルと非医学的介入政策につい
て整理するため、この関係性についてKaplan et 

al. （2020）やAcemoglu et al. （2020）によっ
て提唱されたパンデミック可能性フロンティアと
いう概念を導入したい。図 2は横軸に経済損失、
縦軸に死者数を取ったものである。実線が単純な

ロックダウンなど経済を一律に止める政策をとっ
た場合の経済と死者数のトレードオフを表してい
る。通常考えられるのはA点と B点の間のよう
な右下がりのトレードオフであろう。しかし、B

点と C点の間は右上がりの関係となっている。C

点が全く対策を取らなかった場合を表しており、
この近傍では、感染対策を行って死者数を減らす
ことは、感染による労働生産性の低下などを防ぐ
ことにも繋がって経済的損失も小さくすることが
できるかもしれない。疫学マクロモデルの役割と
しては、まず第一に政策が感染と経済損失の両方
を改善できる、B点と C点の間のような右上が
りの領域を見つけ出すことにある。
　次にA点と B点の間でどこを目標にすべきか
については、死者の価値をどのように社会として
評価するかという規範的な問題に関わるため、経
済学の問題としては難しい。原則的には、経済学
はあくまでこの関係性、つまりメニューを提示す
るに止め、どこを選ぶべきかは政治的な判断に委
ねられると考えるべきだ。しかし、次節で紹介す
る統計的生命価値の仮定を前提とした上で、どの
点を選ぶべきかを最適政策問題として解く研究が
多く行われている。
　他に、疫学マクロモデルのより重要な役割とし
て、単純なロックダウンなどの政策を超えて、点
線で表されるような感染と経済損失の両方を改善
しうる政策メニューを提示することが挙げられ
る。AD-ASモデルで述べたようにコロナ危機は
マクロレベルで捉えるのではなく、産業等に分解
して考えることが重要である。同様に、感染症と
経済損失のトレードオフについても、ロックダウ
ンなど一律の非医学的政策ではなく産業や世代な
どにより特定のグループをターゲットにすること
で、両面でより良い政策を行える可能性がある。
疫学マクロモデルの貢献のひとつは、これを現実
的なシミュレーションを通じて示したことにあ
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る。

非行動SIRモデル

　まずはコロナウイルス感染の分析に主に使われ
た疫学モデルである SIRモデルを導入する。SIR

モデルがマクロ経済モデルと統合できる可能性は
Atkeson（2020）から広く知られるようになっ
た。本章の説明は主にAlvarez et al. （2020）に
従う。このモデルではまず社会全体の人口を以下
の 3種類に分類する。

　● S： 感受性人口（Susceptible）、未感染で
免疫をまだ獲得していない

　● I： 感染性人口（Infected）、感染中で Sに
ウイルスを移す恐れがある

　● R： 治癒人口（Recovered）、感染後で、免
疫があるため 2度目の感染がなく、ま
たウイルスも移さない。

各個人の動きとしては、まず確率的に感染をする
と Sから Iに移行する。その後また確率的に治癒
して Rに移動するという過程を辿る。ただし、
運が悪ければ Iの後に死亡するケースもあり、こ
の場合は累積死者数の Dに含まれることになる。
本稿ではコロナ発生前の全人口を 1と基準化し、
S, I, R, Dはそれぞれ割合を表すとする。
　時間経過を考えるため、ここからそれぞれの変
数には時間を表す添字 tをつける。SIRモデルは
連続時間で表されることが多いが、本稿ではアイ
デアだけを平易に解説することを優先して離散時
間モデルで表記する。また、メカニズムを明確に
するために新規感染者数を別の変数 Ttとして定
義しよう。各変数は以下の動学体系に従う。

St+1＝St－Tt
It+1＝It＋Tt－（γr＋γd）It

Rt+1＝Rt＋γrIt
Dt+1＝Dt＋γdIt

（1）
（2）
（3）
（4）

まず、式（1）と式（2）にあるように、Ttの新規感
染によって来期の感受性人口 St+1が減少して感染
性人口 It+1が増加する。同時に、感染性人口 It+1
は、式（2）において確率 γrで治癒する、または確
率 γdで死亡する人口の分減少する。そして、こ
れらは式（3）と式（4）のように治癒人口と累積死
亡者数を増加させる。なお、ウイルスが潜伏中で
あるが症状は出ていない（Exposed）という
人々の人口を Etとして導入し、SEIRモデルとす
ることも多い。
　各種非医学的介入政策の分析や、行動・非行動
モデルを分ける決定的な要因のひとつは新規感染
者数 Ttの定式化にある。ベースラインのモデル
ではこれを以下のように置く。

Tt＝βStIt （5）

経済学の視点では、これはサーチモデルで用いら
れるマッチング関数に対応している（Garibaldi 

et al. （2020））。人々が各 t期にランダムに他の
ひとりとペアを組むとすると、Sと Iのペアが StIt
組み作られる。βは感染率を表しており、式（5）
は βの割合のペアでウイルスが伝染することを
表している。特徴として、仮に Stと Itそれぞれ
が 2倍に増えた場合は新規感染は 4倍となるよ
うに、新規感染は収穫逓増となっていて感染爆発
の可能性が含まれている。
　ここで式（5）を式（2）に代入して書き直すと、
左辺を感染性人口の増加率として以下の式が得ら
れる。
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It+1－It＝βSt－（γr＋γd）　It
（6）

（6）式の左辺は感染性人口の増加率を表してい
る。感染初期の状態ではほぼ St＝1であることを
考えると、感染は β＞ γr+γdの条件が満たされる
と広まっていくことがわかる。基本再生産数と呼
ばれる変数を 0＝ β

γr＋γd
と定義すると、 0＞ 1が

感染拡大の初期条件であることがわかる。これは
ほぼ全人口が感染していないことを前提として、
一人の感染がどれだけ他者に伝播するか、治癒や
死亡による感染性人口からの離脱を考慮してネッ
トで考えた指標となっている。他に、コロナ禍で
よく使われるようになった言葉の一つに実効再生
産数というものがある。本来は広い意味がある
が、人口に膾炙したのは日々の再生産数という意
味で用いられ、t期時点ですでに免疫を獲得した
り死亡した人口も考慮して t＝

βSt
γr＋γd

と与えられ
る。
　さて、このモデルをシミュレートすると図 3

の黒い実線のような結果が表れる。このシミュ
レーションでは 1期間を 1週間としている。ま
ず Rt＞ 1のために感染が拡大するが、徐々に
残っている感受性人口 Stが少なくなるため Rt＜ 1
へと転じて、100期後にはほぼ感染が収束する。
このシミュレーションでは 40％程度の人々は、
何も対策がなかったとしてもウイルスを感染しな
いままに終わることになる。
　さて、次にここでロックダウンとその経済的影
響をモデルに導入しよう。新規感染者の決定式
（5）を拡張して、人口のうち Ltの割合をロックダ
ウンして行動を止めることとする。このとき重要
なのは、Ltは感染状態によらず全てのグループが
同率に行動を止められることである。すると、新
規感染者数は以下のようになる。

Tt＝β・［（1－Lt）St］・［（1－Lt）It］ （7）

そして、経済損失については簡単に全てのタイプ
が同様に働いているとして、Ltと死亡者の人口比

図2　パンデミック可能性フロンティア
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率の和と、経済損失の割合（GDP減少率）が同
等であるとしよう。図 3の黒い点線は、20期か
ら 40期まで 20％の人口をロックダウンした場
合のシミュレーション結果である。これによって
新規感染者増加を抑え、パンデミックを初期に近
い状態まで戻すことに成功している。しかし、
ロックダウン解除後には第 2波が到来してまた
感染者が増加してしまい、100期後には最終的
に死者数もロックダウンがなかった場合に近づい
てしまう。しかし、仮に（約 1年後の）50期目
にワクチンが導入されて感染が止まるとすると、
第 2波到来を防いで総死者数は大幅に減ること
になる。このように将来のワクチン開発まである
程度社会経済活動を抑制し、感染拡大を先送りし
て耐えるというのが非医学的介入政策の目標と
なっている。しかし、同時に大きな経済損失が発
生してしまう。この結果を図 2のパンデミック
可能性フロンティアで解釈すると、A点と B点
の間のような右下がりの領域において右下に移動
した政策に相当する。
　疫学マクロモデルによって、このような感染防
止と経済のトレードオフを前提とした上で、いっ
たいどれぐらいのロックダウンを行うべきか、ま
た感染のどの段階で政策介入を集中して行うべき
か、という最適政策問題が多く分析されてきた。
このときに となった概念がHall et al. （2020）で
議論された統計的生命価値（Value of Statistical 

Life, VSL）である。これは死の価値を、仮にこ
の個人が生き伸びたとしたら得られていたであろ
う効用として評価するものである。そして、コロ
ナウイルスで亡くなる事で失われる将来の効用
が、現在の消費をどれだけ諦めることと等価にな
るか計算することで、生命の価値を金銭換算して
いる。Alvarez et al. （2020）では一人の統計的
生命価値を、一人当たり GDPで 40年としてい
る。もちろん、規範的な意味合いなど考慮されて

おらず議論のある概念であるため、ほとんどの研
究では統計的生命価値について様々な場合を考え
て結果の違いを分析している。ロックダウンを行
う最適なタイミングとしては、おおよそ感染の
ピークに集中すべきという結果が多くの研究で出
ている。
　しかし、経済学者がより注目したのは特定のグ
ループに集中して行動制限や隔離を行う政策であ
る。これにより図 2の点線で表されるような、
パンデミック可能性フロンティア自体を拡張する
ことが可能であることが示されている。真っ先に
挙げられるのが感染者の検査・追跡・隔離（TTQ, 

Trace-Test-Quarantine）政策である（Alvarez 

et al. （2020）, Berger et al. （2020）, Piguillem 

& Shi （2020））このモデルで、Ltを感染者全体
のうち PCRテストによって特定された割合とし
て再定義しよう。そして、それらの人々は治癒す
るまで隔離するが、他の人々には行動制限をかけ
ないとしよう。このとき新規感染者発生の決定式
は以下のようになる。

Tt＝β・St・［（1－Lt）It］ （8）

図 3の灰色の破線が 20期から 40期まで 40％の
感染者を特定して隔離した場合を示している。感
染はロックダウンが行われた場合とほぼ変わらな
いが、特筆すべきは経済損失が圧倒的に小さいこ
とである。感染者 Itのみをターゲットに隔離す
るわけだが、感染期間がせいぜい数週間程度であ
ることを踏まえると、Itは人口全体から見れば非
常に小さい。このため、大多数を占める Stや Rt
は経済活動に継続的に従事することができるた
め、経済損失は微小になる。もちろん検査をはじ
めとする医療体制の拡充にはコストがかかるもの
の、経済全体を止めることを考えればはるかに効
率は高いと考えられる（小林・奴田原（2020））。
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　検査・追跡・隔離政策以外でも、非医学的介入
を特定のグループに絞ることの有用性は大きい。
Gollier （2020）、Rampini （2020）、またAcemoglu 

et al. （2020）では世代別の隔離が分析された。新
型コロナウイルスによる致死率は高齢者ほど大き
いため、高齢者を集中的に感染から隔離して、同
時に若者は経済活動を行えるようにすれば、感染
防止と経済の両面で効率的であるというアイデア
だ。Baqaee et al. （2020）と Favero et al. （2020）
では、さらに世代に加えて産業の違いも加味し、
それぞれ米国とイタリアがロックダウンを解除す

るシナリオを分析している。
　しかし、これらの数量的分析にはパラメーター
設定やモデル定式化の難しさが伴う。Stock 

（2020）は感染初期には検査が感染可能性の高い
人に限られたことから感染確率 βが過剰推計さ
れる可能性を、また Elisson （2020）はモデルの
定式化の違いによる誤差を論じている。このよう
な不確実性に直面した場合のひとつの解決方法と
して、Barnett et al. （2020）は最悪の事態を避
けるようなロバスト制御に基づく政策を提案して
いる。

図3　非行動SIRモデルのシミュレーション
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行動SIRモデル

　非行動 SIRモデルでは、人々の行動について
は政策などがない限りにおいて一定であることが
仮定されているが、人々がインセンティブに従う
ことを基本原理としている経済学者としては多少
の違和感が残る。感染の恐れがあるならば、人々
は自主的に行動を変化させ、それが市中感染の抑
止や経済停滞につながるであろう。実際に、
Golsbee and Syberson （2020）はアメリカで
ロックダウンが行われた地域と行なわれなかった
地域の周辺での経済活動を分析し、携帯電話の
GPSで図られた行動指数で見て人々の自主的な
行動変化の方がロックダウンの差よりも遥かに大
きいことを示した。
　経済モデルとしては、各個人は消費や労働など
を含めた社会経済活動を行う欲求と、それによる
感染を恐れるというトレードオフに直面し、何ら

かの最適化行動を取っていると考えるのが自然で
あろう。また、社会経済活動から得られる利益は
現在のものであるのに対し、感染による損失は将
来の不効用となるため、個人の動学的な意思決定
を考える必要がある。これらはマクロ経済学の動
学的一般均衡モデルで扱われる問題に非常に近
く、早い段階から SIRモデルの統合が行われた。
　この意思決定や経済全体との関係を表したのが
図 4である。各個人は消費・労働などの社会経
済活動を今期選択する。このとき、将来において
どれだけ自分が感染するリスクがあるかをコスト
として考える。さらに重要な点として、この個人
の意思決定は他者への感染も広めるために負の外
部性が存在する。例えば SIRモデルの新規感染
者数の式（5）に消費の項を追加して以下のように
拡張することができる注5。

Tt＝βStIt＋βC・（StCts）・（ItCtI） （9）

図4　個人の動学的意思決定と外部性
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ここで、第 2項では βCが消費行動による感染度、
Ct
sが感受性者一人当たりの消費、CtIが感染性者
の消費を表し、感染はそれぞれの人数だけでな
く、会食などの消費行動の度合いによって決まる
ことを表している。人々は現在の消費と将来の感
染のトレードオフから最適化問題を解いて消費量
を決めるが、これが式（9）の第 2項を通じて感染
の負の外部性をもたらし、均衡では社会経済活動
は過剰になり、何らかの政策介入による感染抑止
は正当化されうる。 

　図 5は式（9）を用いたEichenbaum et al. （2020a）

の簡易版をシミュレートした結果である。実線が
（9）式の第 1項のみを使った非行動 SIRモデルの
結果、黒い点線が（9）式の第 2項の社会経済活動
の割合を 1/3としたシミュレーション結果、灰
色の破線が（9）式の第 2項のみを感染経路とした
場合のシミュレーション結果である。人々の内生
的な行動変化を導入した場合、非医学的政策介入
がなくても経済損失が生じ、同時に感染が抑えら
れることがわかる。
　他の重要なインプリケーションとして、経済活
動のシェアが大きい場合には、実効再生産数は比

図5　行動SIRモデルのシミュレーション
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較的早く低下して、しかし後半には非行動 SIR

より高い 1に近い水準で止まることが挙げられ
る。これは感染初期には社会経済活動の抑制によ
り実効再生産数が低下するが、感染後期ではむし
ろ安全が確保されたと考えて人々の行動が加速す
るためである（Gans （2020））。興味深いこと
に、実効再生産数の急速な低下と 1近辺での停滞
は様々な国や地域で観測されており（Atkeson 

et al. （2020））、行動 SIRモデルは実証的優位性
を持つものと考える。
　行動 SIRモデルとしては、まず Bethune and 

Korinek （2020）, Farboodi et al. （2020）やToxvaerd

（2020）など社会経済活動を抽象的に扱って理論
面に重きを置いた研究が挙げられる。しかし、よ
り大きく注目されたのは経済活動として消費や労
働などの具体的な経済変数を考慮して市場均衡を
求めた上で、かつ数量的に実際のデータや政策を
分析するタイプの研究である。その中でも特に大
きな影響を与えたのが、2020年 3月終わりとい
う驚くべき早い時期に提示された Eichenbaum 

et al. （2020a）である。このモデルでは S, I, Rそ
れぞれの各個人の消費・労働の最適化と市場均衡
が考慮され、さらに感染を「消費税」というあく
までインセンティブに働きかける経済政策で止め
る場合の最適政策問題が解かれた。Jones et al. 

（2020）も同様の分析をすぐに続いて発表し、こ
ちらは個人の問題としては解けていないがリモー
トワークの選択肢も分析された。Eichenbaum et 

al. （2020a）の応用として、Kruger et al. （2020）
は産業の違いを導入し、もし労働者が感染の少な
い産業へ移動することができるなら、政策がなく
てもかなりの程度感染と不況が緩和されることを
示した。また、von Carnep et al. （2020）は経
済水準の低い途上国のケースを考察すると、感染
対策より経済損失の重みが大きくなることを論じ
た。Hamano et al. （2020）では、人々が市中の

感染状況にバイアスを持っている場合の最適政策
の変化を考察している。よりマクロ経済学的な応
用としては、Eichenbaum et al. （2020c）が独
占的競争や価格硬直性が組み合わさった場合を議
論している。
　非行動 SIRモデルで導入された検査・追跡・
隔離（TTQ, Trace-Test-Quarantine）政策につ
いては、Eichenbaum et al. （2020b）で分析さ
れた。Brotherhood et al. （2020）とGiagheddu 

and Papetti （2020）では、追加して世代間の差
も考慮したモデルを用いた分析されている。さら
にAum et al. （2020）は産業間の差もモデルに
含め、韓国とイギリスの政策を比較してターゲッ
トを絞った隔離の重要性を主張している。
Glober et al. （2020）も同様な世代間と産業の両
方が入ったモデルを扱って一部の労働者の外出禁
止令を考察した。これらの研究では市場自体には
不完全性のない一般均衡モデルが用いられている
が、他にもKapicka and Rupert（2020）が労
働サーチ市場に、Kaplan et al. （2020）が家計
間での所得と資産の不平等が生じる不完備市場に
SIR Macroモデルを導入している。

日本の感染と経済

　最後に、このような SIRモデルを用いた日本
の感染及び経済についての研究を紹介したい。ま
ず挙げられるのは非行動 SIRモデルを用いた
Fujii and Nakata （2021）であり、メディアで
も盛んに取り上げられた注6。特に、2021年 1月
から始まった第 2回緊急事態宣言について、具
体的な政策プランとその帰結を詳細に扱った点で
非常に有用であった。ここでは、筆者が Fujii 

and Nakata （2021）と並行して執筆したKubota 

（2021）を用いて主要な論点を整理したい注7。
　Kubota （2021）では 2021年 1月からの第 2回
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緊急事態宣言を分析するため、まずはEichenbaum 

et al. （2020a）を拡張した行動 SIRモデルを用
いて、2020年 4月 5月の第一回緊急事態宣言、
および 2020年末までの長期的な感染と消費の
データを捉えるような数量モデルを構築した。モ
デル内で緊急事態宣言は行動制限度として呼称す
るが、実際にはサービス等の財への追加消費税率
として導入されている。また、緊急事態宣言は主
に感染者拡大による医療体制の逼迫によって発令
されるため、重傷者数が一定数（1200人）を超
えてはいけないという医療制約を課した注8。さら

に、2021年春に高齢者から先にワクチン接種が
始まることを想定している。ワクチン配布速度は
2021年 1月時点での政府目標通りに 6月末に高
齢者接種が完了し、その後同じスピードで若年層
にも配布されて 2021年内に集団免疫が達成され
るケースを考えた注9。
　この上で、（i）第 2回緊急事態宣言を当初の案
通りに 2月初めに解除するが、医療制約に達し
て第 3回緊急事態宣言を発動するケース、（ii）第
2回緊急事態宣言を十分に延長して解除し、第 3

回は避けるケース、（iii）第 2回緊急事態宣言を 2

図6　2021年 1月からの第二次緊急事態宣言のシミュレーション
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月初めに解除し、その後重傷者数を政策ターゲッ
トとして（シミュレーションでは 800人）だい
たい一定に保つようにフレキシブルな行動制限を
行うケース、の 3種類の政策を考察した。図 6

は 2021年を通じて、それぞれの政策下での感
染・消費の経路を表している。（i）の場合、4月
末に重傷者数が上限 1200人に達するためにもう
一度行動制限度を上昇させて緊急事態宣言が行わ
れているが、（ii）ではそれを避けている。（iii）の
政策では重傷者数を保つために行動制限度は春に
細かく調整されているが、高齢者先行接種により
死亡率が 6月末までに大幅に低下するため、重
傷者数も自然減少して行動制限も完全に解除され
ている。全てのケースで消費は 2021年夏にほぼ
回復する。しかし、医療制約にかからない政策

（ii）と（iii）においても 5月と 6月に新規感染者数
が大幅に増大する。このシミュレーションではこ
の点が非常に重要で、高齢者へワクチンが行き
渡った後は感染者が若者主体になるため、感染が
拡大しても重傷者数が増えずに医療制約を回避
し、また死亡者数の増加も抑えられている。これ
により、多くの論文で効率性が主張されてきた世
代別分離政策を、行動制限のタイミングをずらす
ことである程度実現し、経済と感染抑制の両者を
実現している。
　これらの政策は図 7のパンデミック可能性フ
ロンティアで評価される。黒い点線が（i）と（ii）の
場合で 2021年 1月から始まった緊急事態宣言を
1週間ずつ延ばした場合、図の右から中央に向か
い右下へ向かうような、経済損失注10と死者数の

図7　緊急事態宣言とパンデミック可能性フロンティア
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軌跡を描いている。また灰色の実線が、図の左上
から右下に向かって重傷者数のターゲットを引き
下げていった場合の同様のフロンティアを表す。
Fujii and Nakata （2021）の主要結果のひとつ
として、緊急事態宣言が十分ではない場合に、将
来にもう一度医療制約に直面して緊急事態宣言を
繰り返すことの非効率性を数量的に示したことが
挙げられる。これは図 7では 2月第 4週以前に
緊急事態宣言を解除してしまった場合にあたる。
SIRモデルでは、緊急事態宣言等の非医学的介
入政策はあくまで感染を「遅らせる」ためにあ
り、感染自体を最終的に止めることはワクチン頼
みとなる。言い方を変えると、ワクチンが到達し
ない限りは、緊急事態宣言は言わば感染爆発前の
時期まで時計の針を戻すようなもので、緊急事態
宣言を止めるとまた同様に感染は広がってしま
う。このため、ワクチン配布まで繋げられず、緊
急事態宣言を行ったのちにまた感染が拡大するこ
とは、最終的な感染抑制の意味での効果はほぼゼ
ロで経済を疲弊させるだけとなってしまう。もう
一つの結果として、緊急事態宣言だけでは医療制
約によって経済損失を減らすことには限度があ
り、より経済を優先したい場合には重傷者を医療
制約近くで受け入れ続ける必要がある。これは図
7で経済損失を 1.1％よりさらに減らしたい場合
である注11。最後に、緊急事態宣言を 2月第 4週
より長く延長して発出を一度で抑えた場合は、重
傷者数を一定に誘導するより効率的であることが
挙げられる。これは、重傷者数を誘導する場合
は、高齢者へのワクチン配布進行に比べて、行動
制限を解除するのが遅延することによる。
　日本の緊急事態宣言を分析した論文として、他
にもHosono （2021）を挙げることができる。
人々の外出により感染が広がる行動 SIRモデル
を使い、日本の「お願い」としての緊急事態宣言
を外出への心理的コストとして導入している。具

体的な政策プランについての分析は行われていな
いものの、人々の自主的な行動変化と政策の両方
の効果が重要であることを示している。

おわりに

　本項では、感染症 SIRモデルとマクロ経済学
を統合した疫学マクロモデルについて概観した。
強調すべきことは、この分野自体がまだ確立され
て 1年も経っていないにも関わらず膨大な研究が
蓄積されており、かつそれが基本研究から拡張へ
の流れとして学問体系が成立していることであ
る。日本のケースへの応用は遅れたものの注12、
Fujii and Nakata （2021） とKubota （2021）
によって非行動・行動それぞれの SIRモデルに
ついて分析が行われた。両者とも新型コロナウイ
ルス感染症対策分科会に提出され、また特に東京
都の感染者数に応じた解除条件まで踏み込んだ具
体的な政策提言を行うことに成功した Fujii and 

Nakata （2021）は国会質疑でも取り上げられる
ほど注目を集めた注13。このような疫学マクロモ
デルはコロナ危機収束後には忘れ去られていくこ
とであろうが、マクロ経済学という学問体系の柔
軟さと危機対応の俊敏性を示したという点で画期
的であったと考えられる。今後も我々の社会は
まったく予期されないタイプの危機を迎えること
になるかもしれないが、どのような場合であって
もモデルを構築し、現実のデータを捉え、政策を
提言していくという数量的マクロ経済学の研究が
力を発揮していくだろうという期待を持ってい
る。
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注
 1 日本の研究としては、クレジットカードや POS

データを利用したWatanabe （2020）、携帯電話の位
置情報データを用いたWatanabe and Yabu （2020）、
銀行の預金口座個票を用いたKubota et al. （2020）
などが挙げられる。

 2 https://www.imes.boj.or.jp/jp/newsletter/

newsletter.html

 3 https://courrier.jp/news/archives/201070/

 4 近いインプリケーションは Baqaee and Farhi 

（2020a,b）で、労働市場ではなく産業連関ネット
ワークを考慮したモデルでも得られている。

 5 これは代表的な行動 SIRモデルであるEichenbaum 

et al. （2020a）に従うが、この論文では労働を通じた
感染も考えられている。

 6 この論文の非行動 SIRモデルの推計は 1週間ごと
に更新され、過去の推計値からの誤差も含めて以下の
ページで公開されている。
https://covid19outputjapan.github.io

 7 Kubota （2021）は Fujii and Nakata （2021）の
非行動 SIRモデルの政策的含意を、行動 SIRモデル
からサポートするために執筆した側面があるのだが、
興味深いことに両者にはあまり差がなかった。政策モ
デルとして速報性のために誘導系を用いるか、厳密性
のために構造モデルを用いるかという議論があると思
うが、少なくとも緊急事態宣言については誘導系（非
行動 SIR）で十分だったと考えられる。理由として
は、非行動 SIRのパラメータ設定では感染・経済・
政策についてあくまで相関しか特定されないものの、
緊急事態宣言を考える上では政策→経済→感染の因果
関係がはっきりしているため問題がなかったことが挙
げられる。逆に、非行動 SIRでは例えばマスクを無
償配布するなど感染→経済の因果関係は考察できな
い。数値例も含めた分析はKubota （2021）の補論を
参照。

 8 第 2回緊急事態宣言下では、全国重傷者数 1000

人の時点で、病院が救急搬送を受け入れられないなど
医療制約の限界に近くなった。これを踏まえてシミュ
レーションでは全国 1200人を制約として仮定した。

 9 Fujii and Nakata （2021）では海外のワクチン接
種先行事例を参考にして、より現実的なプランをベン
チマークとしている。

10 経済損失は、生存者のベンサム型社会的厚生がコロ
ナ感染のなかった場合と比べてどれだけ下がったか計
測し、それと等価になるような消費減少率で表してい
る。

11 このケースでは、統計的生命価値が少なく見積もっ
ても 200年以下である場合には経済を最優先する端
点解が選ばれる。

12 これは著者の経験として、日本の感染者数が諸外国
に比べて極端に少なく、データに合うようなパラメー
ター調整が難しかったことに一因がある。

13 この件については新型コロナウイルス感染症対策分
科会の大竹文雄委員の役割が大きかった。大竹氏は政
府案の東京都感染者数 500人解除の場合の分析とい
う具体的なテーマを藤井大輔・仲田泰祐の両氏と筆者
に提示して依頼し、また公衆衛生・医療関係の分科会
委員の協力も得てメディア会見をセットアップし、そ
して実際に政策提言として政府への提出に繋げた。今
後も経済学者は様々な面で政策に関わっていき、また
将来の何かしらの危機の時にも役割を求められるであ
ろう。その場合は、政府の諮問委員会等に関わる研究
者をまとめ役として、具体的な実証・数量分析が行え
る現場の研究者を巻き込んだ協働体制の構築が重要に
なると考える。コロナ禍では疫学者がそのようなネッ
トワークを構築していた（西浦・川端（2020））。経
済学者も、例えば政府の中にいる研究者がまず政策的
に早急な回答が求められる研究トピックを明示し、そ
れを個人的に依頼するなり公表するなりして、専門分
野の近い研究者が予算・時間的サポートを得た上でア
カデミックな側面から取り組めるような仕組みができ
ればと思う。
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Macroeconomic studies on the covid-19 crisis

Abstract

　This paper surveys the rapidly growing literature of macroeconomic models analyzing the COVID-19 

pandemic. In particular, I summarize new frameworks integrating the epidemiological （SIR） models and 

macroeconomics. This survey （i） discusses why the traditional macroeconomic framework fails to capture 

the pandemic; （ii） provides a concept for policy evaluation called pandemic possibility frontier; （iii） 
reviews epidemiological models with economic costs; （iv） summarizes the models incorporating individual 

optimizations and general equilibrium; （v） presents quantitative applications to Japan’s coronavirus-related 

state of emergency.
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