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●開会挨拶
伏見座長／
　皆様、セッションにご参加いただき、どうもあ
りがとうございます。このセッションの座長、司
会を務めさせていただきます、東京医科歯科大学
の伏見です。どうぞよろしくお願いいたします。
　まさにいま、新型コロナのパンデミックの渦中
にあります。わが国は、先進国等と比較して比較
的少ない患者数でありながら、医療提供体制の逼
迫が問題となり、重症患者が入院できない、ある
いは亡くなってしまうという状況になっていま
す。また、一方、自粛という名の下に、かなり厳
しい行動制限が課せられておりまして、飲食業、
旅行業界等を中心に、社会、あるいは経済的に甚
大な影響が及んでいる状況であると思います。医
療経済学に関する当学会としましては、このよう
な危機に対して、今回、公衆衛生対策において経
済学者が果たす役割というテーマで本企画を設定
いたしました。ぜひ、皆さんには、医療経済学の
視点から、新型コロナ感染症に対する議論を深め
ていただきたいと思います。
　今回の企画ですが、基調講演とシンポジウムと
いう形で、4名の先生方にご講演をお願いしてお
ります。関連分野で非常に造詣の深い専門家の先

生方であるとともに、さらに、わが国の政策意思
決定に深く関与されている方、あるいは政策決定
に大きな影響力を持つ先生方にご講演をお願いす
ることができましたので、ぜひ、興味深いお話を
伺えると期待しております。ご参加の皆様とは、
最新の知識、情報を共有できるとともに、活発な
意見交換にご参加いただけるよう、お願いいたし
ます。
　まず、はじめの、基調講演につきましては、東
京大学の岩本先生に「新型コロナウィルス感染症
と経済学」というテーマで、経済活動の制限、医
療資源動向の費用対効果に関する内容をお話しい
ただけると思います。続きまして、パネルディス
カッションに移り、3名の演者に加わっていただ
きます。大阪大学の大竹先生には行動経済学の観
点から、東京大学の橋本先生には行動科学の観点
から、慶應大学の井深先生には感染症対策につい
てのご講演をいただくこととなっております。そ
の後、ディスカッションをおこないたいと思いま
す。ご参加いただいている皆様からの質疑応答は
最後のセッションにまとめておこないたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　それではさっそく、基調講演を始めたいと思い
ます。なお、時間の都合上、ご略歴等のご紹介は
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省略させていただきます。それでは岩本先生、基
調講演を、どうぞよろしくお願いいたします。

●基調講演
新型コロナウィルス感染症と経済学
東京大学　岩本康志　教授

　※論文にて掲載

伏見座長／
　岩本先生、幅広い視点からのご講演、どうもあ
りがとうございました。引き続き、パネルディス
カッションに進みたいと思います。それでは、最
初の講演、大竹先生からどうぞよろしくお願いい
たします。

●プレゼンテーション
＜講演1＞
日本の新型コロナ感染症対策への経済学の貢献
大阪大学CiDER・大学院経済学研究科
大竹文雄　教授
　ご紹介、ありがとうございました。大竹です。
それでは、話題提供したいと思います。
（スライド 1）先ほどの岩本先生の話は、非常に
整理されたものでした。私は、本日、以下の内容
を話そうと思います。
（スライド 2）私自身、コロナの専門家会議、そ
して分科会に参加してきましたので、そこでの経
済学での貢献、影響力についてお話しします。次
に、私自身が感染対策やワクチン接種に関する行
動経済学的分析をおこなっていますので、それに
ついてお話しします。最後に、先ほど岩本先生か
ら、経済学と感染症の関係について非常に整理さ
れた分析の紹介があったのですが、その具体例に
ついて、分科会で医療者、経済学者間でどのよう
な意見対立があったのかという形で紹介したいと

思います。
（スライド 3）最初に、専門家会議や分科会がど
んなものかということについて紹介します。
　専門家会議は、2020年 1月頃から、厚労大臣
の私的アドバイス機関として始まり、そのあと、
私が参加したのは 2020年 3月 19日からなので
すが、コロナ担当大臣と厚労大臣の諮問機関に変
わりました。その少し前から、直接、市民への行
動変容を呼びかけることを行っていました。しか
し、2020年 4月の緊急事態宣言の頃に専門家会
議が表に出たこともあって、リスク評価も、リス
ク管理も、政策決定も、全ておこなっているので
はないかという誤解による批判がありました。そ
うしたことも背景にあって、2020年 5月に感染
のリスク評価をするアドバイザリーボードと、感
染対策の管理をする分科会という体制に変わりま
した。分科会には感染症の専門家に加えて経済学
者、あるいは経済界、知事会、労働界などが参加
するという体制に変わりました。分科会はあくま
で政府へ提言する機関であり、政策決定は政府が
行うということが明確になりました。それが専門
家会議と分科会の違いです。
（スライド 4）次に、コロナ関係で、いまの専門
家会議や分科会で経済学者がどのように関わって
きたかということをお話します。2020年 3月、
私はオブザーバーという形で専門家会議に参加し
ました。このときは、これからお話しするよう
な、行動変容を進めるためにメッセージをどのよ
うに伝えるかという役割を期待されて参加するこ
とになりました。2020年 5月からは、緊急事態
宣言の発出と解除を議論する基本的対処方針諮問
委員会（後に分科会に変更）に経済学者が参加す
るようになりました。竹森俊平さん、井深陽子さ
ん、小林慶一郎さんと私がこの会議に経済学者と
して参加しました。コロナ分科会には、私と小林
慶一郎さんが参加することになりました。
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　実は、専門家会議の頃から、私自身は医療提供
体制の充実の重要性を指摘してきましたし、コロ
ナ分科会、基本的対処方針諮問委員会で経済学者
はずっとそのことを主張してきました。先ほど、
岩本先生から紹介がありましたが、特措法は医療
提供体制の整備が中心で、市民に関する行動規制
はほとんど強制力を持っていない形になってい
て、むしろ、より強い権限を持っていたのは医療
提供体制の整備についてでした。しかし、これに
対しては、ほとんどその権限は実行されなかった
のです。2020年 8月に、小林さんと私とで、医
療提供体制の整備についての提言を出したのです
が、それが動き出したのは、2021年 1月以降に
なってからです。これについての問題点も次にお
話ししようと思います。
（スライド 5）感染対策と経済活動のトレードオ
フの話は、先ほど、岩本先生から丁寧に紹介が
あったとおりです。実際、日本では、医療提供体
制の拡充がなかなかされませんでした。ワクチン
も治療法も感染拡大初期にはないということで、
対策は、行動制限しかありませんでした。緊急事
態宣言や飲食店の営業時間制限などの行動制限が
経済にどんな悪影響を与えるかというシミュレー
ションを出すことが本当は必要だったのですが、
政府のほうは対応してくれませんでした。一方、
感染症のほうは数理疫学の人たちを中心にシミュ
レーションが次々とおこなわれました。もっと
も、数理疫学の専門家の数が少なく、複数のグ
ループによるシミュレーションはありませんでし
た。現在のところ、ワクチン接種が進み、治療法
も確立してきて、政策の選択肢が増えたのです
が、対策の中心は、まだ行動制限にあるというの
が現状だと思っています。
（スライド 6）分科会で影響力のあった経済学の
研究として、私は 2つ考えています。1つは、先
ほど、岩本先生も紹介されましたが、東京大学の

渡辺努さんの研究で、重要なメッセージは、人々
の行動変容が主に引き起こされる原因は、緊急事
態宣言のような行動制限よりも感染リスクに関す
る情報であるということです。つまり、人々の内
生的な行動変容が中心であるということを明らか
にしました。緊急事態宣言による行動変容、制限
による行動変容もあったけれど、情報が一番大き
いということが彼らのメッセージになっているわ
けです。若年者は情報だけではあまり行動変容を
せず、緊急事態宣言の影響が比較的大きかったと
いうことも分析されています。
　もう 1つ、2021年になってから大きな影響を
与え出したのが、東京大学の藤井大輔さんと仲田
泰祐さんの研究です。1月からHPで緊急事態宣
言の解除の影響、感染状況、経済的損失に関する
シミュレーション結果を毎週公開されています。
これで、経済と感染対策のトレードオフが数量的
に明らかになったわけです。このきっかけは、実
は、岩本先生を中心に 2020年 9月から日本経済
学会コロナWGを立ち上げ、そこで情報収集し
ていく過程で、藤井さんと仲田さんの研究活動を
知ったことです。彼らの研究成果を分科会で紹介
してもらい、感染症の研究者も彼らの分析を広く
知ることになりました。
（スライド 7）ほかにも、先ほど申し上げた医療
提供体制に関する提言を 2回、昨年と今年に
行っているのですが、なかなか実現性は低いとい
う形になっています。
（スライド 8）もう 1つは、ワクチンに関する提
言も経済学者の仲間と 2回にわたっておこなっ
ております。1つは、予約システム、それからも
う 1つは、ワクチンのインセンティブについて
の提言をおこなっています。これについても、あ
とで少し申し上げます。
（スライド 9）振り返りになりますが、日本の感
染症対策、海外はロックダウンで強制的に人々の
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外出を抑える仕組みになっていましたが、しか
し、日本の場合は協力要請という形になっていた
ので、情報提供によって行動変容を促す政策が採
られてきました。これについて次にお話ししま
す。それから、ワクチン接種は、実は、昨年夏の
段階だと、専門家は早期のワクチン開発の実現に
は懐疑的だったのですが、政府が分科会で議論を
進める形になりました。そのあと、接種の開始は
遅かったのですが、2月から医療従事者、5月か
ら高齢者という形で始まりました。この接種体制
についてもかなり混乱があったと思います。集団
接種か個別接種か、どのような予約システムなの
か、職域接種をするのか等です。地域によって接
種スピードがずいぶん違いました。さらに、これ
から重要になってくると思いますが、接種のイン
センティブ設計をどうするのかという問題もあり
ます。それから、昨日、分科会から報告がありま
したが、ワクチン・検査パッケージといったもの
を今後どうするかということが、いまの議論に
なっています。
　医療提供体制については、医療の病床確保は今
年 1月ぐらいからずいぶん進んできたのですが、
インセンティブ設計がうまくいっておらず、空床
にしたほうが得だという設計になっていたため
に、補助金を獲得しても患者を受入れないという
問題が生じています。医療機関の連携不足や、今
後の医療機関の集約の必要性も問題になっていま
す。
（スライド 10）昨年の初期の頃、どんなことを専
門家会議がやっていたかというと、市民への呼び
かけです。特に、3密回避という呼びかけが 2月
24日から始まりました。専門家会議が、直接、
市民に呼びかけるということを始めました。
（スライド 11）
（スライド 12）それから、私が参加したのは 3

月 19日からですが、このときの提言文の中に、

直接市民の行動変容を呼びかけるという文章を入
れています。利他的なメッセージを入れる、3密
というものを強調しました。
（スライド 13）GWの前にも、人との接触 8割
削減ということで
（スライド 14）10のポイントを提案しました。
これは、実は、細かい文言については私自身が手
を入れて、行動経済学的なメッセージになってい
ます。たとえば「ビデオ通話でオンライン帰省」
というのは、普通なら、「帰省を控えてビデオ通
話を利用」という形になるのですが、「帰省を控
えて」という表現が入ると、それが参照点になっ
てしまって、損失メッセージになります。そのた
め、表現を工夫することで利得メッセージにして
います。全てそういう形に変えていきました。ま
た、10のポイントの欄外には、利他的なメッセー
ジを入れるというようなことを工夫しています。
（スライド 15）この利他的メッセージが、効果が
あるかどうかということについては、昨年、実証
研究を、佐々木周作さん、黒川博文さんとおこな
いました。感染予防対策を促進するようなメッ
セージで、いくつかの候補の効果検証をしたので
す。利他的メッセージ、利得フレーム、損失フ
レーム、「人の命を救える」とか、「人の命を危険
にさらす」といったものを、いくつか試しまし
た。
　そのときに、行動と意図にどんな影響があるか
ということを分析すると、意図にはどちらも効果
があるのですが、行動に影響があったのは利他的
フレームでした。特に繰返しても意図には影響を
続けるというのが利得メッセージだったというの
が私たちの結果です。
（スライド 16）利他性については、先ほど岩本先
生がおっしゃったのですが、本当に純粋利他性
か、あるいは社会規範なのかということが効いて
いるということです。
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（スライド 17）もう 1つは、利得メッセージか、
損失メッセージかということで、私たちの結果
は、やはり、利得メッセージのほうが、長期的に
効果がありました。これは、実は、違う文脈で、
私は豪雨災害の早期避難のメッセージについても
研究したことがあるのですが、損失メッセージの
ほうが受け取った直後の避難意図は高くなるので
すが、実際の行動に影響するのは利得メッセージ
だったということと対応していると思います。
（スライド 19）もう 1つ、おこなった研究は、
ワクチン接種のナッジについてです。
（スライド 21）いくつか試したのですが、これ
も、社会比較ナッジ、「みんなが受けようとして
います」ということと
（スライド 22）「あなたが受けると回りの人も受
けてくれます」ということと
（スライド 23）「あなたが受けないと回りの人が
受けてくれません」というものを試したわけで
す。
（スライド 24）これは、若者と高齢者、両方に対
して行ったのですが、高齢者だけに効果があり、
特に「あなたが受けると回りの人が受けてくれま
す」ということが、影響があったというのが分析
結果です。
（スライド 25）若者にも、実は同じようにいろい
ろ試したのですが、若者向けのナッジメッセージ
はほとんど効果がないことがわかりました。外国
で有効だったのが「あなたのためのワクチンは確
保されています」とされていたのですが、それは
日本では効果がなく、おそらく日本では、クーポ
ン送付がされていますから、それが「あなたのた
めのワクチン接種が確保されている」ということ
をかなり意味しているのではないかと思っていま
す。
　そのために、もう少し利己的なインセンティブ
を付けていく必要があると思っています。実は、

最初に紹介した感染対策では、若者にも利他的
メッセージが効果的だったのですが、ワクチンで
は効果的でなかったことの 1つの仮説は、まだ
チェックしていませんが、人から見えるかどうか
という社会的イメージの差が一番大きな原因では
ないかと思っています。
（スライド 26）最後に、分科会で、医療者と経済
学者で、どう意見が違ったか、いくつかの論点で
お話しします。
　医療者は、感染者数、あるいは、医療機関、保
健所への負荷を最小化することを目標にしがちで
した。経済学者は、コロナ以外の経済的損失、自
殺、教育、貧困などへの影響も見るべきだという
考え方でした。
　検査に対する考え方は、医療者のほうは、陽性
者を発見するために検査をするのであることが大
事で、ハイリスクの人を検査する、そして隔離す
ることが目的でした。経済のほうは、それもそう
だけれど、もう 1つの目的があり、陰性証明に
は感染確率が低いことを示すという情報価値があ
るので、それによって経済活動を活性化できると
考えています。これがワクチン・検査パッケージ
に繋がっていくものです。
（スライド 27）それから、行動規制の効果につい
ては、岩本先生も紹介されたとおり、医療の専門
家は、規制によってしか人は行動変容しないと想
定されていますが、経済学者は、感染リスクに関
する情報によって人々は行動変容すると考えてい
ます。ただし、経済学者も人々は外部性を十分に
は考慮しないので行動変容が過小になると考えて
います。
　また、医療提供体制についての考え方も、医療
の専門家は、コロナ医療に関する専門人材が限ら
れているとか、コロナ医療拡大で通常医療を制限
しないといけないということで、医療提供体制の
拡充はできないという考え方でした。しかし、経
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済学者は、症状別に必要とされる医療設備や専門
能力の程度は違いますし、役割分担、集約化をす
れば可能なはずだと考えています。医療提供体制
の拡充のための、よいインセンティブを設計する
必要があると考えています。このインセンティブ
設計が、うまくいかなかったというのが日本の実
態だと思っています。
（スライド 28）3つ目ですが、ワクチン接種への
インセンティブについても考え方の違いがありま
した。医療の専門家は、金銭的インセンティブで
ワクチン接種に動く人は少ない、そのため、ワク
チン接種の考え方そのものを自分の感染を防ぐた
めというよりも社会のために打つのだと変えるべ
きだ、という主張をされる方が多かったです。あ
るいは、今回、ワクチン接種に金銭的インセン
ティブを使うと、他のワクチンにも影響してしま
うという議論をされる方もいらっしゃいました。
いずれにしても、ワクチン接種に金銭的インセン
ティブを用いることに否定的な人が多かったで
す。経済学者は、利他的接種をする人が若者でも
多いけれど、接種しない場合、あるいは、利己的
な動機のほうが大きいという場合には、金銭的イ
ンセンティブ、非金銭的インセンティブを与える
必要があると考えています。

　もう 1つ、これは昨日、議論になった話です
が、ワクチン接種後の出口戦略を公開するかどう
かが非常に大きな議論になりました。医療の専門
家は、ワクチン接種が行き渡ったあとの行動規制
緩和を現時点で公表すること自体が、現在時点で
人々の感染対策を緩和させることに繋がってしま
うとして、将来の行動規制の緩和を発表すること
に反対されます。経済学者は全く逆で、将来緩和
されるということを、いま、公表することは、将
来と現在の消費についての異時点間の代替性があ
るので、現在の感染対策を強化する形に繋がるだ
ろうと考えます。つまり、感染対策を強化すると
いうことが一時的であれば、しっかり強化するけ
れど、それが長期にわたるのであれば、それほど
強化しないと想定します。将来、ワクチン・検査
パッケージの導入で、行動制限が緩和されること
を早めに公表すれば、ワクチンの接種インセン
ティブとしても機能するだろうと考えます。
　以上が、コロナ対策で医療の専門家と経済学者
の間での論点の大きな違いになると思います。私
のほうからの話題提供は以上です。どうもありが
とうございました。

日本の新型コロナ感染症対策への
経済学の貢献

大阪大学CiDER・大学院経済学研究科
大竹文雄

1

2021.9.4 発言のポイント

• 専門家会議・分科会について
• 感染対策・ワクチン接種の行動経済学的
分析

• 分科会での医療者と経済学者の対立点

スライド1 スライド2
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感染対策と経済活動のトレードオフ
• 緊急事態宣言による感染抑制と経済活動低下のトレードオフを解消
するために、医療提供体制の充実が不可欠

• 医療提供体制の制約が厳しいこと、ワクチン・治療法が初期はない
ため、行動制限しか対応策がなかった

• 内閣府にも感染対策が経済にどのような影響を与えるかのシミュ
レーションを出すように依頼→対応はなかった

• 感染症の研究者は、クラスター対策班を中心に主要な研究者が研究
グループを作成し、シミュレーションを行った。ただし、日本の数
理疫学の研究者の数は少なく、代替的研究がなかった

• ワクチン接種が進み、治療法が確立→政策の選択肢が増えたが、行
動制限中心のまま

5

専門家会議と分科会
• 専門家会議

– 厚生労働大臣の私的アドバイス機関から西村コロナ担当大
臣、加藤厚生労働大臣の諮問機関に変更（2020年３月19
日）

– 2020年2月24日から直接市民への行動変容の呼びかけ
– 専門家会議がリスク評価もリスク管理も政策決定も行って
いるという誤解

• アドバイザリーボードと分科会体制(2020年5月）
– アドバイザリーボードが感染症の専門家（リスク評価）
– 分科会（感染症＋経済学者＋経済界など）

3

医療提供体制への提言
• 重症病床拡充策への提言
(2020.8.11)
– 大竹・小林
– コロナ受け入れ病院の収益
減少問題→病院のインセン
ティブを変える補助金制度
に

• 医療体制２倍以上の拡充
(2021.8.17)
– 大竹・小林・高久・仲田
– デルタ株でワクチン接種が
行き渡っても非接種者の間
での感染拡大が続く→社会
経済活動の再開には医療提
供体制の拡充が必須

7

日本の感染症対策
• 海外ではロックダウンで強制的に人々の外出を抑える

– 日本の緊急事態宣言には、そのような強制力はほとんどなかった
– 行動を控えることの協力要請という権限しか行政機関には与えられていない
– 罰則がないもとで、多くの人々に感染予防行動をとってもらう必要
– そこで用いられたのが、市民への情報提供によって行動変容を促すという政策

• ワクチン接種
– 2020年夏の段階では日本の専門家は早期ワクチン開発の実現性には懐疑的

• 政府はワクチン開発が成功した場合を想定して接種順位などを分科会で議論
– ワクチンについては、異例の速さで開発され英国、米国では2020年12月から接種開始
– ワクチン接種の承認手続きに時間がかかり接種開始が遅かった
– 日本での接種は2021年2月から医療従事者対象から始まり、高齢者への本格接種は2021年5月になって
から

– 接種体制の構築（集団接種・個別接種、予約システム）、職域接種、接種速度に地域で差異
– 接種インセンティブ設計
– ワクチン・検査パッケージ

• 医療提供体制
– 医療機関へのインセンティブ設計がうまくなされていない可能性（病床確保で補助金獲得→患者の受け入れ拒否）
– 連携不足
– 医療機関の集約化

9

分科会で影響力のあった経済学の研究
• 東京大学の渡辺努氏の研究

– 感染リスクに関する情報と緊急事態宣言が人流に与えた影響
– 感染リスクという情報で大きな影響、緊急事態宣言そのものの
効果は小さい

– 若者の行動変容は緊急事態宣言に影響

• 東京大学の藤井・仲田両氏の研究
– 2021年１月からホームページで緊急事態宣言解除・感染状況・
経済的損失に関するシミュレーション結果を毎週公開

– 緊急事態宣言を複数回発令することの経済的損失が大きいので、
十分に感染を抑えてから解除することが、経済にも感染対策と
して望ましいことを数字で示す

– 2020年9月から日本経済学会コロナWGで日本の経済学者コロ
ナに関する研究成果の情報収集と公開→日本経済学会ホーム
ページで公開

– この過程で、藤井・仲田両氏の研究プロジェクトを知り、分科
会で紹介

6

コロナ対策への経済学の貢献
• 2020年3月に専門家会議に参加（経済学者は一人）

– 行動経済学の観点から行動変容を進めるためのメッセージの
伝え方という観点が中心

• 2020年5月から分科会、基本的対処方針分科会に参加
– 分科会の経済学者（小林慶一郎、大竹文雄）
– 基本的対処方針の経済学者（小林、大竹、竹森、井深）

• 専門家会議の頃から医療提供体制の充実の重要性を指摘
• 2020.8.11東洋経済オンラインに小林氏と提言

– ほとんど動かず
– →本格的に動き出したのは2021.１以降

4

ワクチンと経済学者

• ワクチンの予約システムに
する提言(2021.5.19)
– 大竹・栗野・小島・小林・
野田・室岡

– 先着順の予約システムの問
題点

• ワクチン接種のインセン
ティブの提言((2021.6.11)
– 大竹・小田原・栗野・小
島・小林・野田・室岡・渡
辺

– Gotoトラベルと連携
– 金銭的インセンティブ
– ナッジ

8

2020年２月２４日から始まった
専門家会議の呼びかけ
• 「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」は２月２４日に出した見解
で「みなさまにお願いしたいこと」という節を設けて、直接、行動変容の
依頼
– 「この１～２週間の動向が、国内で急速に感染が拡大するかどうかの瀬戸際であると
考えています。そのため、我々市民がそれぞれできることを実践していかねばなりま
せん。特に、風邪や発熱などの軽い症状が出た場合には、外出をせず、自宅で療養し
てください。・・・（中略）・・・また、症状のない人も、それぞれが一日の行動パ
ターンを見直し、対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距
離）が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされるような環境に
行くことをできる限り、回避して下さい。症状がなくても感染している可能性があり
ますが、心配だからといって、すぐに医療機関を受診しないで下さい。医療従事者や
患者に感染を拡大させないよう、また医療機関に過重な負担とならないよう、ご留意
ください。教育機関、企業など事業者の皆様も、感染の急速な拡大を防ぐために大切
な役割を担っています。それぞれの活動の特徴を踏まえ、集会や行事の開催方法の変
更、移動方法の分散、リモートワーク、オンライン会議などのできうる限りの工夫を
講じるなど、協力してください。」

10
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2020年３月２日の見解
• 「みなさまにお願いしたいこと」
– 「専門家会議としては、すべての市民のみなさま
に、この感染症との闘いに参加して頂きたいと考
えています。少しでも感染拡大のリスクを下げら
れるよう、別添の「新型コロナウイルス感染症の
クラスター（集団）発生のリスクが高い日常生活
における場面についての考え方」を参考にしてい
ただき、様々な場所や場面に応じた対策を考え、
実践していただきたいと考えています。どうかご
協力をお願いいたします。」

11

ゴールデンウィーク前の提言
• 2020年４月２２日の専門家会議の提言

– 従来の感染予防対策に加えて、ゴールデンウィークの人々
の移動を減らすために、人との接触を８割減らすことが提
唱

– 「ビデオ通話でオンライン帰省」、「スーパーは一人また
は少数ですいている時間に」、「飲み会はオンラインで」、
「仕事は在宅勤務」、「会話はマスクをつけて」などの
「人との接触を減らす、１０のポイント」というイラスト
付きの資料も公表。そうした方向性は続き、５月11日に
は、「新しい生活様式」という新型コロナウイルス感染症
対策を取り入れた生活様式の提案。

13

予防行動を促進するナッジメッセージ
Sasaki, Kurokawa & Ohtake(2021)

15

• 感染予防対策を促進するナッ
ジメッセージの研究

• オンライン調査でメッセージ
別の意図と行動を調査

• 主な結果
– 利他的メッセージは利得フ
レームでも損失フレームでも
行動変容の意図を高める

– 利他的利得フレームのみが、
実際の行動に影響

– 利他的メッセージは、繰り返
すと、行動意図は高め続けた
が、行動には影響がなくなる

利得メッセージと損失メッセージ
• 「３密を避けないと、身近な人の命を危険にさらします」

– このメッセージは、行動変容の意図を高めるのに効果的
– しかし、事後的に行動変容をしていたのは「３密を避けること
で、身近な人の命を守れます」というもの

• 豪雨災害（大竹・坂田・松尾(2020))
– 「あなたが避難すると、周囲の人の命を救ことになります」
– 「あなたが避難しないと、周囲の人の命を危険にさらします」

• 後者のほうが避難意図を高める
• 実際に避難計画を立てたり，避難準備をしていたのは前者のメッセー
ジを受け取った人

17

専門家会議提言
• 2020年３月１９日

– 「皆さんが、「３つの条件が同時に重なった場所」を避け
るだけで、多くの人々の重症化を食い止め、命を救えま
す。」という利他的メッセージが用いられている。また、
４月１日の提言でも「行動変容の必要性について」という
節で、ウイルスの特徴を説明した上で、３密を避けること、
手洗いの徹底を呼びかけている。

• 2020年４月１日
– 「行動変容の必要性について」という節で、ウイルスの特
徴を説明した上で、３密を避けること、手洗いの徹底を呼
びかけている。

12

14

利他的メッセージはなぜ有効か
• 人は利他的

– 多くの人は、ある程度の利他性をもっている
– 感染予防をしていなかった人は、その行動が人のためになるということに気がついて
いなかった

• 利他性がなくても
– 利他的メッセージで、周囲の人がこうした行動規範を取らない人を社会規範から外れ
ていると見なすようになることを本人が予想(社会的イメージ）

– 社会規範から外れた人とみなされることによる損失を考慮して社会規範にしたがう
• 自信過剰バイアス・楽観バイアス

– 利己的メッセージ→自分だけは感染しないという自信過剰バイアスあるいは楽観バイ
アスや、自分は大丈夫という正常性バイアスによって、感染症対策をとらない可能性

– 利他的メッセージ→自分は大丈夫かもしれないが、周囲の人はそうでもない

16

「行動制限をしないと４２万人死亡」
脅威メッセージのメリットとデメリット

• 利得メッセージと損失メッセージ
– 「人の命を救う」利得メッセージ・「４２万人死亡」損失メッセージ

• 行動経済学では、損失回避→損失メッセージが効果的
• 強い恐怖メッセージ

– 人々がそれを避けることが自分でコントロール可能であると感じた場合に限って行動変容
– 自分ではあまり有効な対策がないもとで恐怖メッセージを受けると、行動を変化させない
– 楽観性バイアス→恐怖を感じても自分だけは大丈夫という楽観性バイアス→行動変容につなが
らない

– 脅威メッセージの特性
• 恐怖感情によって、人々の関心がより恐怖に関する情報に集中する

– より重要な感染確率などの数的情報を無視してしまうようになる
• メディアで感染者数や死亡者数だけを報道

– 感染リスクを過剰に恐れるようになる可能性
• 瞬時的には大きな効果があることが観察

– 中・長期的な影響は小さいという研究結果も

18
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ワクチン接種のナッジ
• 2021年3月16日～18日までの3日間
• 日本では、この時期にはまだ一般向け接種が始まっていない
• 日本のワクチン接種計画では、まず医療従事者への接種が始まり、65歳以上の高齢層への接種
がそれに続く。

• 本研究
– 早期に接種対象となる高齢層（65－74歳）
– 遅れて対象となる若年層（25－34歳）を実験対象
– 合計で1,600名の回答者

• ナッジメッセージで接種意向、接種WTPの変化をRCT

19

高齢者・社会比較ナッジ

21

23

若者のワクチン接種促進に有効な
ナッジは？
• ナッジメッセージはあまり有効ではない。
• 外国で有効だった「あなたのためのワクチンが確保されてい
ます」は効果なし。
– →日本ではクーポン送付ですでにこの効果が含まれている？

• コンサート、飲酒などの参加条件にする。Gotoトラベルの利
用条件にする。宝くじなどの金銭的インセンティブをつける
といった利己的動機を使うのも重要。

• マスク等の感染対策では利他的メッセージが効果的だが、ワ
クチンでは効果的ではない
– →人から見えるかどうかという社会的イメージが重要ではない
か

25

20

22

ナッジメッセージの効果

24

分科会の医療者と経済学者の対立点(1)

• 感染対策の目的の違い
– 医療：感染者数（医療機関・保健所への負荷）を最小化
– 経済：コロナ以外の経済的損失、自殺、教育、貧困などの他
の目標も

• 検査に対する考え方
– 医療：検査で陽性者を発見するための費用・便益

• ハイリスクの人だけを検査し隔離することが目的
– 経済：検査陰性証明には感染確率が低いことを示す情報価値
があり、それによって社会経済活動を活性化可能

26
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伏見座長／
　大竹先生、どうもありがとうございました。引
き続きまして、橋本先生、お願いいたします。
＜講演2＞
公衆衛生系から前線報告
東京大学大学院医学系研究科　橋本英樹　教授
　よろしくお願いいたします。
（スライド 1）お二人の先生の非常に科学的な話
題と違いまして、公衆衛生系からは、地上戦でど
んな話があったかを報告し、先の話にうまく結び
つけられればと思います。
（スライド 2）この 2年間は、医学の中では日陰
者扱いされていた公衆衛生が、ちょっと注目され
たという点では、ある意味、よい機会だったと言
えます。ただし医学系公衆衛生系という形で取扱
われたのですが、医学と公衆衛生は違うのか、同
じなのか。どちらも、いまの日本だと医学部で教
えていて、医者で免許を持っている人が公衆衛生
の専門家ですという扱いになっていて、両者の違
いは、医者は個人の患者を診て、公衆衛生は集団
をまとめて面倒をみているのだとされていると思
います。
　実は、日本語では公衆衛生と訳されてしまった
のですが、public healthの概念が出てきたとき
に、特に戦後の public healthで出てきた一番の
大きな違いは、医学が医学生物学的な理論に基づ

いているのに対して、public healthはどちらか
というと、行動科学を導入したところが、実は、
一番新しいポイントだったはずなのです。ただ、
残念ながら、日本では、この public healthの養
成機関が医学部に限られてきてしまったために、
行動科学部分がそげ落ちてきてしまった。そう
いった意味では、今回の COVIDは、日本の公衆
衛生が、行動科学というものを考慮した public 

healthに脱皮するには、本当によい機会だった
はずでした。その上でも、行動科学系の研究者、
まさに、大竹先生がプレゼンしてくださったよう
な、経済学を始めとする、もしくは、社会心理学
を始めとする行動科学、人が、なぜ、どう判断し
て、行動するのかということを取り入れる非常に
よい機会だったのではないかと思います。ただ、
いま、大竹先生のお話を聞く限りでは、残念なが
らそこまで行っていないところが一番の問題だと
思います。
（スライド 3）いまや、もう第 5波の波に入って
いると、振り返ればあの第 1波のときに大騒ぎ
したのは何だったのかと思います。
　パンデミックと言っているが、唯一単一の現象
ではなく、それぞれの国で、それぞれユニークな
経験をしているということを、まず、踏まえる必
要があると思います。
（スライド 5）その点で、中国、韓国の話は、す

分科会の医療者と経済学者の対立点(2)

• 行動規制の効果
– 医療：人々は緊急事態宣言などの規制によってしか行動変容しない
– 経済：感染リスクという情報によって行動変容するが外部性を考慮
せず
• 情報提供＋介入が重要

• 医療提供体制
– 医療：専門人材が限られている・コロナ医療拡大で通常医療を制限
する必要
• 医療提供体制の拡充はできない

– 経済：症状別に必要とされる医療設備・専門能力の程度は異なる
• 役割分担と集約化をすれば医療提供体制の拡充は可能
• 医療提供体制拡充のためのインセンティブ設計の必要性

– 病床確保の補助金がコロナ患者を受け入れ後の診療報酬よりも高い

27

分科会の医療者と経済学者の対立点(3)

• ワクチン接種へのインセンティブ
– 医療：金銭的インセンティブで動く人は少ない。若者も社会のため
に接種するという考え方をもつべき。今までワクチン接種に金銭的
インセンティブを用いたことがないので、今回使うと他のワクチン
接種に悪影響

– 経済：利他的動機で接種する人が若者でも多数派だが、そうでない
人には金銭的・非金銭的インセンティブを与えないと接種率は向上
しない

• ワクチン接種後の出口戦略の公開
– 医療：ワクチン接種が行き渡った後の行動規制緩和の公表は現時点
での感染対策緩和に繋がる

– 経済：ワクチン接種が行き渡った後の行動規制緩和の公表は現時点
での感染対策強化に繋がる（異時点間代替）
• ワクチン接種インセンティブを高める

28

スライド27 スライド28
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でにご存じのことと思うのですが、北京やソウル
の人たちの話を聞くと、やはり彼らは SARS、
MERSの失敗を教訓として、今回、対応してい
ます。あのときに痛い目に遭ったので、完璧では
なかったけれど、ある程度心の準備、ベーシック
な準備をやっていた。特にその準備が、一番大き
く影響を持っていたのが、情報管理と意思決定管
理、それから、平時と危機時のガバナンスの切り
替え、特に中央政権と地方行政の権限の切り替
え、中央政府主導の公衆衛生、医療体制の、臨時
総動員体制などに顕されています。この点が日本
では 2012年に新型インフルエンザ特措法をつ
くったときに議論はしたのだけれど、結局、オペ
レーションレベルまで準備できていなかったため
に、日本では保健所、もしくは医療機関などの末
端組織の試行錯誤で、ずっとやってきたという感
じになっています。
（スライド 6）保健所は大変とか、保健所が破綻
したからえらいことになったとか、いろいろ言わ
れているのですが、皆さん、ご経験がないと思う
ので、具体的に、どんなことを、どういう手順で
やっているのかということについて、ご紹介しま
す。
　まず、最初に、第 1波の頃の流れでいくと、
最初に電話で相談が来て、「症状があるのですが、
検査を受けたほうがいいでしょうか」「職場でか
かった人がいるのですが、濃厚接触でしょうか」
といった相談が来ます。そこで内容を聞いて、
PCRの適用を判断し、必要ならば予約して、検
査受診を案内し、検査してもらって陽性者になっ
たら陽性者情報というところで、はじめて発生届
が出ます。その時点で、今度は重症度を判定し、
医療対応、在宅で診るのか、それともホテルに送
るのか、病院に行くのか。もし、病院に行くの
だったら、たとえば、特別区などは自分の区内で
協力している病院で最初は交渉していたのです

が、あっという間に、すぐベッドが埋まりました
から、東京の特別区だと、これは都庁が調整する
ということをやっていました。
　当初は、都庁に FAXでリストを送り、都庁
も、もらったリストを保健所担当部門から病院部
門に渡して、というような二重のことをやってい
て、ものすごく大変だったのです。その上で、入
院した人、もしくは入院していない人、いずれ
も、積極的疫学調査といって、14日前に戻り、
「誰と、いつ、触っていましたか」という話をす
る。そのあと、自宅の人は健康観察で、毎日、も
しくは 2日に 1回、「どうですか、苦しくないで
すか」ということをやる。濃厚接触で、たとえ
ば、世田谷区で感染者がいて、その人の職場が、
実は埼玉でしたと。そうすると、埼玉の職場で濃
厚接触者があるといったら、埼玉の該当する保健
所に連絡を取って、ということをやらなければな
らないわけです。そして、他自治体に調査をして
くださいという要請をしたり、検査案内をしたり
ということです。
　初期、2020年冒頭から 7、8月ぐらいまでは、
このほとんどの流れを、全て保健所だけでやって
いました。あっという間にパンクです。一番最初
は電話相談のところで、2回線ぐらいしかなかっ
たから、あっという間に電話を待つのがとても長
くなり。電話を受ける側を増やして何とか通った
ら、今度は PCRが 4月、5月ぐらいだと限られ
ていたので、ここでもう 1日 50件ぐらいしかな
いけれど、本当は 100件、200件やりたいとい
うことで、ここで引っかかる。やっと PCRの
キャパがだいぶ増えてきたら、今度は陽性者情報
から重症度判定して、入院調整のところで大変な
ことになりました。しかし、この入院調整のとこ
ろも、とてもやっていられないということになっ
たので、都が中央で一括管理してくれ、病床調整
センターというものと、健康観察のほうも、健康
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観察フォローアップセンターという、東京都のほ
うでコールセンターを去年の 9月以降、設けて
くれるようになりました。それで、保健所は、と
りあえず重症度判定をして割り振ったら、あとは
積極的疫学調査を中心にやるようにしていたので
すが、人数がどんどん増えてきてしまったため
に、結局、またそれもパンクしたというのが現状
です。
　つまり、ここで何を申し上げたかったかという
と、時期によって、律速段階と、不足した資源
と、そこで生じた困難というのが、過去 1年半
の間でかなりドラスティックに変わってきていま
すので、こういう公的機関のパフォーマンスに関
して、もしご研究される場合には、そのときどき
で見るものが変わっているということを知ってお
いていただければと思います。
（スライド 7）実際、第 4波以降になるのですが、
これは支援に入った東京都の某特別区ですが、こ
の頃にはもう、相談電話よりは、むしろ、医療機
関で診断される人が 9割になっていたので、医
療機関がHER-SYSに入力したもので陽性報告
を受け、それを、住民基本台帳でどこの誰さんだ
と確認できたら、そこから電話をかけて、聞き取
り票で必要情報を取り、そして判定して、都の入
院調整に回すか、自宅療養 FUCに回すか、もし
くは、そこから漏れた人で区の健康対象でパルス
オキシメーターを郵送で送る対象にするかという
判断をして、とやっていたのですが、これが実は
問題で。HER-SYSはこれを全部カバーする機能
を持っていないし、HER-SYSは、入力はしても、
入れたデータを使うためのシステムになっていな
いのです。つまり、これは感染症研究所が情報を
集めるためだけに作られており、これに入力して
も保健所には何の役にも立たないシステムになっ
ているのです。
　その結果、ここに挙げたものは、全部、別々の

Excelに入力し、手作業で入れてということを
延々と、今年の 6月までやっていました。ただ
でさえ手が足りないところに、この状態で情報混
乱を起こし、キャパオーバーしてしまっている状
態だったので、これをどうにかしてくれと言われ
て、システムづくりなどの支援に入りました。こ
れは系統的にやれば済むことを全然やっていな
かった、ということがあったことを、ここでお知
らせしておきます。
（スライド 8）いま申し上げたように、日本には
日本の特徴みたいなものがあったのですが、一番
の問題は、さまざまな形で情報が散乱し、それ
を、どういうふうに、誰が、いつ、どう判断し、
どこに、誰に動いてもらうように指揮を出すかと
いうガバナンスが全然なかったことです。これは
単に資源が不足している問題、ミスマッチの問題
だけではなく、そもそもミスマッチが起らないよ
うに管理監督するガバナンスのシステムそのもの
がなかったところが根本的な問題であったという
ことを指摘しておきたいと思います。
（スライド 9）実際、こういうことが起ること自
体は、先ほど、岩本先生も引用されていました
が、実は、2017年に改訂されている新型インフ
ルエンザ等対策政府行動計画で、ちゃんとそうい
うことが起るからと想定済で、これに対する対策
を吟味する必要があると書いてあるのですが、残
念ながらオペレーショナライゼーションまで行っ
ていたかったというのが現状です。
（スライド 10）立場上、去年の 5月、いわゆる
政府の EBPM推進会議のほうでもこういうこと
が話題になったので、メールでの意見提出になっ
てしまったのですが、こういう意見書を出させて
いただきました。
（スライド 11）端折って言いますと、基本的に
は、いま、必要なのは、政策が有効か、有効でな
いかという問題ではなく、わかりやすく人々が判
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断できるエビデンスをちゃんと明確に発信するこ
とが必要で、そのために必要な情報は収集してく
れと。要は、先ほどの大竹先生や岩本先生がおっ
しゃっていたように、何となく自粛で、最初の第
1波、第 2波は逃げ切ってしまったので、日本モ
デルなどという馬鹿げた言葉が出ていた時期もあ
るのですが、それがなぜ起ったのか、説明できて
いないままでは次に必ず破綻が来るから、人々が
なぜ、そういうふうに行動してくれたのかという
こと、そして、その行動を促すためにインセン
ティブづくりに必要な情報の収集を、とにかくい
まから開始してくれと、去年 5月の段階で発言
していました。残念ながら、先ほど、大竹先生が
専門部会で苦しまれていたのと同時並行だったの
ですが、あまり効果がなかったと言わざるを得ま
せん。
（スライド 12）今回、コロナ禍のもとで、EBPM

というのはテストされたと思います。既存のエビ
デンスがあるわけではないし、非常に早いターン
オーバーで、不十分な情報のもとで判断しなけれ
ばいけない、しかもそのアウトカムが通常の政策
と違い、部局横断、省庁横断の問題が出てきてい
る。ここで必要なのは、全体としてどういう見通
しを持って動かなければいけないかという情報
だった。
（スライド 13）まさにそこに、大竹先生などのご
尽力のおかげで、先ほどご紹介のあった藤井・仲
田論文、それから、いま、フロアにいらっしゃる
早稲田の久保田先生などが、こういう形で見通し
を提示するということをやったのは、これは今
回、経済学が公衆衛生政策において果たされた最
大の貢献だったと言っていいのではないかと私は
思っています。もちろん、まだまだ詰めなければ
いけないことはありました。たとえば、出口政策
がワクチンにほぼ依存していたけれど、ご存じの
ようにブレイクスルーもありますので、もっと複

雑なことを考えなければいけなくなっていたり、
また、経済以外の負のインパクトみたいなもの
だったり、それから、医療資源確保の外部性のよ
うなもの、特に通常診療が阻害されてきたのは、
最近になってかなりはっきりしてきましたが、そ
ういった問題なども入れていく必要が、今後はあ
ると思っています。
　ただ、一番の問題は、やはり、なぜ、人々が従
わなくなってきたのかという問題、これをよく、
コロナ疲れであるとか、慣れが生じたという言葉
で簡単に片付けてしまっているのだけれど、これ
はいったい何なのかということを明らかにしない
ままではいかないだろうと思います。
（スライド 14）いろいろな議論をされているので
すが、先ほどの大竹先生の専門部会での話をお聞
きして、やっぱりと思ったのが、現状の医療系が
行動科学の発想を持っていないことは大きな問題
だと思います。人々は情報をもとに行動を判断
し、そしてそのふるまった結果を見て、また行動
を修正していくというものであって、「医者がこ
う言っているのだから、皆さん、聞けよ。聞かな
いのは君たちがわかっていないからだ」といった
やり方は通用しないということが、今回、非常に
明確に出たのではないかと思います。その点で、
医療経済学、医療と経済が合体したこの領域か
ら、この部分に対して医療系にしっかりとした
メッセージを発信していくことが、いま、必要に
なってきていると思っています。
（スライド 15）先ほど、大竹先生が非常にスマー
トな枠組み効果の話や、利他的メッセージの話の
きれいな研究をお見せになっていたので、こちら
を見せるのは恥ずかしいのですが、われわれも第
3波の最中に、2010年から採っているパネルデー
タで影響調査をやってみました。やってみると、
コロナ禍によって家計困難があるのが 22％、生
活不安を強く感じているのが 14％、あとはK6
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で測定した、いわゆる鬱症状、心理的ストレス
が、4年前に測定したときは 30％ぐらい見られ
ていたのですが、今回測定したら 40％に増えて
いる、つまり、非常に不安状態が上がっているこ
とは確認されました。
（スライド 16―非掲載）マスクやソーシャルディ
スタンス、あとは公的交通機関を使わないように
するという予防衛生行動をとっているかどうかを
8項目ぐらい測定して、それで尺度をつくり、
「やっている」「やっていない」の 2選択肢にし
て、プロビットをやってみました。学歴や、就労
状況とか補正してみたのですが、一番効いている
のが、まず、性差、男性が圧倒的にやっていな
い。もう 1つ、自分がかかるのではないかとい
う Perceived riskが高い人は、やはりちゃんと
予防衛生行動をとっていたのですが、この
Perceived riskの二乗項もいれたら有意で、し
かもプラスだったのです。つまり Perceived 

riskがある程度まで高いとちゃんと行動してく
れるのだけれど、高すぎると駄目になってしま
う。心理的ストレス（K6）がある人でも、予防
衛生行動がとれていないという結果が出ました。
一方で、かかったら回りから差別されるのではな
いかというスティグマへの不安とか、COVID対
策に対してリテラシーがあるかどうか、予想通り
に予防行動に関連していました。
　以上から、不安や過剰なリスク認知による認知
ストレスの問題があること、スティグマや周辺か
らの同調圧力的な規範の影響などが関連している
ことが確認できました。
（スライド 17）もう 1つ、おもしろかったのが、
政治家に対する態度です。ご覧のように、ほとん
どの人が規制を推進するほうに賛成していまし
た。一方で、政府や政治家に対しての信頼性は極
めて低い。最初、これが Big government vs. 

Small goverment志向と関連しているかと思

い、以前のパネルで測定したものを入れてみたの
ですが、全然関係ありませんでした。一方で、政
府や政治家を信じていない人で、個人の選択制限
が必要だと答える人の割合が、高かったのです。
政府がうまく動かないということに対して、人々
は政府に頼らず、何かしら強権的なもので自分た
ちを守ろうという逆説的な期待が生まれている。
これはかつて、独裁者を生み出したときの、第一
次世界大戦後にヒトラーが生まれたときのよう
な、ちょっといやなにおいのする結果が出まし
た。
（スライド 18）感染症法改正ではご存じのとお
り、2021年 2月に罰則規定ができたのですが、
先ほど岩本先生が経済学的視点から問題があると
おっしゃったのですが、われわれ医学系のほう
も、感染症法がもともとハンセン病の元患者の
方々に対する人権侵害などを反省して作られたも
のなのに、なぜ、ここで行政罰を入れるのだと、
日本医学会連合から事前に反対声明を出していま
した。
（スライド 19）これはけっこうあわててやりまし
た。1月 7日に緊急事態宣言が出たときに、全国
知事会から都道府県知事に強制権を渡せと、罰則
を入れろという強い圧力が入ったようです。これ
はまずいと思ったので、すぐ、1月 10日に、公
衆衛生学会の理事長と日本医学会連合のほうに連
絡を入れたら、それぞれの会長が「これはすぐに
動いたほうがいい」と言って、すぐに文面作成を
開始しました。12日時点で、翌 13日の段階で
アドバイザリーボードに説明し、15日には専門
部会でこれを了承して国会に上げるという情報が
入ったのです。しかも、ある参議院議員に電話を
入れてみたら「もうこれは既定路線で、罰則は必
ず導入する方向で与野党合意できている」と言わ
れたので、これはたまらないと思い、医学会連合
会長にお願いして、14日に声明発出の方向で動
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いていただきました。発出できたと同時にプレス
リリースしようと、事前にNHK、共同通信、朝
日、毎日の各社新聞に文面を渡しておいて、「発
出できると言ったら一気にやってくれ」という形
の手配までしていました。
（スライド 20）幸いにして、26日、与党議員の
会食処分問題で、オウンゴールで潰れてくれたの
で、これならば巻き返せるかと思い、野党議員、
具体的には長妻さんにメールを送って、取材して
もらえました。野党からの突き上げで、国会対策
幹事同士で話をしてもらい、刑事罰から行政罰に
落とすまではできたのですが、結局、行政罰から
先が進めなかったのです。これは、野党も規定ラ
インで、もうここまでで満足したという情報が
入ってきました。29日に衆院の内閣委員会の参
考人招致で、東邦大学の舘田さんが与党側参考人
で、私が野党側に呼ばれて参考人招致されたの
で、決まってしまってはいたのですが、無駄吠え
をして帰ってきました。
（スライド 22）やってはみたのですが、結局、ご
覧のとおりになりました。
　お時間も過ぎたのでこのあたりにしようと思い
ます。以上を振り返ってみて、従来的な学問の意
味で言うと、医療経済学、公衆衛生も、数字であ

る程度見通しをつくる、特にここは、今回、経済
学が非常にきれいにやっていただいたと思いま
す。それから、人々の行動や反応を定式化すると
いう部分も、行動経済学を始めとした大竹先生の
部分で非常にやっていただいているのですが、心
理学や社会心理学などからも、特に心理的防御規
制や規範の影響などはこれからやる余地がかなり
残っていると思います。一方、これをどうやっ
て伝えて人々の判断を支援するか、これも大竹
先生の枠組み効果の話などでやっていただいて
いるのですが、やはりここはもう少し health 

communicationの話、特に先ほど、不安の問題
があると申したのですが、ほとんど現在のメッ
セージが脅威メッセージになっています。そうで
はなくて、安心できるメッセージのほうが、実は
効果があったのではないかということを、先ほど
のクロスセクショナルのデータは示唆している形
になっています。
　最後に、これは学会としてやるべきかどうかわ
かりませんが、先ほど、感染症法の経験をちょっ
とお話ししましたが、アドボカシーをどうするの
か、これも学術的な議論としてはできると思うの
ですが、やるかどうかは、また改めてという話に
なると思います。以上、話題提供でした。

16

• public health
•

•

public health

スライド1 スライド2



16 医療経済研究　　Vol.33 No.2 2021

the best

•

•

• 2003 SARS, 2015 MERS

•
•
•

………

スライド5 スライド6

HER-SYS HER-SYS HER-SYS

Excel

Excel

Excel

FUC; Excel

(Sales Force)

4

Excel

BuzzFeed Medical 7.16

• 1 domestic & 

• 1

• 1-2

•
•
•

HERSYS ?!

スライド7 スライド8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2020/1/16 2020/2/16 2020/3/16 2020/4/16 2020/5/16 2020/6/16 2020/7/16 2020/8/16 2020/9/16 2020/10/16 2020/11/16 2020/12/16

case identified per day
domestic and imported cases

imported domestic

Cruise 
Cluster

Closure of
Schools
Mass events

Closed boarder
From Korea and China
Followed by US EU

First
Emergency 
Status declared

Government 
Campaign
For travel and
Eating out

Reopen 
Boarder
To some country

Travel campaign
continues

Governmental
Online registration
HERSYS starts

Campaign
Refrain from
Family gathering
In ObonSchools 

reopened

Medical Crisis
Declared by JMA

Larger clusters 
in events and 
hospital

Bar and party
clusters

Household/worksite
Many small clusters

Mixed
heterogeneous

Yeoh EK, et al. 2021  https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100213 

PANDEMIC

スライド3 スライド4



17第 16 回医療経済学会（シンポジウム）

EBPM 

EBPM

•
• , 

•
•
•

スライド11 スライド12

Macro-based simulation

• D. Fujii and T. Nakata. Covid-19 and output in japan. CARF Working Paper, (F-
505), 2021.

• S. Kubota. Covid-19 Exit Strategy of Japan. , 2021.
https://sites.google.com/site/gkubotaso/

2021

Fatigue SIR

message

•
• 5

•
•

orange and apple

スライド13 スライド14

…….

2013 6 7
2017 9 12 pp26

5 EBPM
2020 5 20 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/ebpm/dai5/gijiyoushi.pdf

スライド9 スライド10



18 医療経済研究　　Vol.33 No.2 2021

2021 1 14

•

• 1

2

3

4

•

•

•

AIDS

•

•

Clock
2020 12 3
2021 1 7 1

1 9
1 10 + COVID

1 12 13
15

1 14
NHK, , 

スライド18 スライド19

• 2
1 26

27

1 28
1 29
2 3

2021 2

•

•

•

•

スライド20 スライド21

J-SHINE since 2010

2010 4 25-50
Covid19 2020 12 24 2021 1 29
n=1619  ( 53% N=3224 190 lost

56%

4 41% 20% 32%
76% 25% 35% 31%

10 0.6%
33% 22%

14%

• 6%
• 45%
• 7%
• 30%
• 6%

2012 big vs. small gov. 

スライド15 スライド17



19第 16 回医療経済学会（シンポジウム）

伏見座長／
　橋本先生、どうもありがとうございました。続
きまして 4番目の演者で、井深先生、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
＜講演3＞
ワクチン接種戦略に関する科学的知見
慶應義塾大学経済学部　井深陽子　教授
　ありがとうございます。
（スライド 1）それでは、始めさせていただきま
す。慶應義塾大学の井深です。どうぞよろしくお
願いいたします。私が今回、こうしてシンポジウ
ムの場に登壇させていただける機会を得たのは、
おそらく政府の分科会に関係しているということ
もあったと思うのですが、同時に、この学会の今
回のプログラム委員も努めておりまして、そうい
う関係もあり、こうしてお話しさせていただく機
会をいただきました。どうもありがとうございま
す。
　先生方から、もう充実したお話をいただいてお
りまして、私のほうからは、かなり狭い話になる
のですが、各論のような形で、ワクチン接種戦略
に関する科学的な知見のこれまでの研究と、私が
いま、現在進行形なのですが、おこなっている研
究について、プレリミナリーな結果なのですが、

ご紹介したいと思います。
（スライド 2）ワクチン接種の戦略の問題です。
有効性の高いワクチン接種の実行には、政策上 2

つの課題があると考えられます。第一は、まず、
どのようにワクチン接種の優先順位を設定するか
という決定をおこなう計画の問題、それから、2

番目に、その優先順位が決まったとしたら、その
もとでワクチンをどのように適切に被接種者と結
びつけるかという実行の課題になると思います。
2番目の件については、大竹先生からかなり詳し
くお話がありましたし、経済学でかなり研究が進
んでいるところでもあると思います。本日、私が
お話しするのは、1番目の、ワクチン接種の優先
順位の話です。
　皆さん、ご案内のとおり、現在のパンデミック
のもと、また、資源供給制約下である諸条件のも
とにおいては、ワクチン配分に関する計画が非常
に重要になってきます。
（スライド 3）ワクチンだけではなく、稀少な医
療資源の配分の問題は、これまで非常に重要な問
題として考えられてきました。ここに挙げている
のは、Persadの 2009年の論文で上げられてい
る 4つの原則というものです。公平性、それか
ら、最悪の結果の回避、便益の最大化、功利主義

…..

health communication)

advocacy

スライド22
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と呼ばれるもの、そして、社会における便益の促
進・応報といった観点が挙げられています。どれ
も重要な視点があり、その状況や、どのような医
療資源があるか、また、どのような基準を使うか
ということ自体、もちろん変わってきますし、こ
の 4つを部分的に、同時に使うということも非
常によくあることですので、この 4つのことは
あくまでもこういう整理ができるということで
す。その上で、今回お話しさせていただくのは、
3番目の便益の最大化の観点から、ワクチンの配
分をどのように考えるかという問題になります。
（スライド 4）ワクチン配分を功利主義的な立場
に基づいて考えた場合、2つ、重要な点があると
思います。第一には、ワクチンの特徴です。それ
は、ほかの医療資源と比べた場合の特徴と考えら
れると思うのですが、ワクチンには外部性がある
という点に尽きると思います。ワクチンには、被
接種者本人に対する効果とともに外部効果があ
る、外部効果については、これまでの先生方から
もお話がありました。また、外部効果の部分が、
戦略を決める場合、非常に重要な役割を果たして
くることになると思います。考える際には、感染
症疫学モデルによってどのような結果を生むかと
いう分析が必要になってきます。実際に功利主義
的な立場に基づいてこの課題を考える場合、ま
ず、最初に、どのような目的を設定するか、目的
の設定と、たとえば、現在のワクチンですと、年
齢や基礎疾患の有無で優先順位の決定がなされて
いますが、それがどのような集団の基準で優先順
位を決定するかを考えることが、この次の手順に
なってまいります。
　目的は、さまざまなことが考えられると思いま
す。もちろん、重症者数、死亡者数といったこと
が重要な課題として上がってきますし、今回のコ
ロナの場合は経済的損失という観点も非常に重要
になってきます。

　集団の基準に関しても、年齢で考えるというこ
とが最も一般的なのですが、この背景には、やは
り年齢というファクターが感染症対策において重
要な要素である重症化リスク、感染リスクと非常
に深い関係があるという点が挙げられると思いま
す。それに加えて、経済活動等の活動について
も、年齢との関係があります。この部分からも、
年齢というファクターを中心として優先順位を考
えていくことは重要になってくると思います。
（スライド 5）最初に、新型コロナウィルス感染
症以前の研究を 1つご紹介します。コロナ以前
は、インフルエンザのワクチンをどのように配分す
るかということが非常に重要な課題として挙げられ
ていました。そして、その分野で研究があります。
今日ご紹介するこれは、Medlock  and  Galvaniの
論文（Medlock & Galvani （2011） Science 325

（5948）, 1705-1708）ですが、ここでは社会にお
ける 5つの目的を設定し、その上で、年齢群に
おいてどのような年齢群が優先順位に入るかとい
うことを分析している論文になります。
（スライド 6―非掲載）こちらに 2つ、グラフが
あります。左が 1957年のインフルエンザ、右が
1918年のインフルエンザの流行の疫学的データ
に基づいてモデルをパラメーター設定した年齢間
ワクチン 配分の結果です。右側からご説明させ
ていただきたいのですが、図にはパネルが 3つ
あります。3つあるのは、それぞれ利用可能なワ
クチンがどれぐらいあるかというワクチンの制限
を表わしています。一番少ないのは 2000万ドー
ス、4000万ドース、6000万ドースになってい
ます。それぞれ、細かいところを見ていきます
と、この 2000万ドースでしたら、いま申し上げ
た 5つの目的の中で、どのような年齢群でのワ
クチン接種の配分をおこなうことによって、それ
ぞれの目的を達成できるかを表わしています。結
果は、制約のあるもとでは 15歳～19歳、10歳
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～14歳という 10代を中心にワクチンを配分す
ることが最適であるという結果が出ています。ま
た、一部は 30～35歳という親世代に当る世代も
入ってきます。制約が少し緩和されていくと、そ
れに追加して、たとえば、5～9歳の小児が入っ
てきたり、次には 35～39、20～24歳という拡
大された若い世代が入ってきたりします。
　しかし、これを見てわかることは、この 3つ
のどのパネルを見ても、この 5つの目的のどの
方向性を目指したとしても、基本的にワクチンの
最適な配分は基本的に似たパターンを示してお
り、小児・若者、そして小児の親世代を中心にワ
クチンを接種することが最適であると結論づけら
れています。
　一方、1957年のほうを見ますと、少し結論が
変わってまいります。一番ワクチンの制約が厳し
い場合では、目的を何に採るかによって結果が大
きく異なってくる状態を示しています。たとえ
ば、目的を死亡者数の最小化とするのであれば、
75歳以上という最高齢層、そして 65～69歳に
配分することが最適だということを示しています
が、ほかの、たとえば、感染者数を最小化するこ
とを目指すのであれば、若者、10代の方に接種
することが最適だということが示されています。
（スライド 7）このように、感染症の持つ性質や
供給制約によって、最適な配分というのは異なり
得ます。前例のインフルエンザの場合には、十分
なワクチン供給量がある場合には、集団免疫を達
成するということで、異なる 5つの目的のどの
目的に対しても最適な供給計画が決まるわけなの
ですが、一方で、資源制約下では、考慮する目的
によって最適な供給計画が異なる場合がありま
す。前者の場合は科学的根拠によって、ある程度
最適配分の方向性を決めることができると思いま
すが、後者の場合は、科学的根拠のみでは最適配
分は決定できません。何を目的とするかというこ

とは、その政策的な判断になってくるわけです。
何を目的にするかによって結果も変わってまいり
ます。
（スライド 9―非掲載）また、今回の新型コロナ
ウィルス感染症に関しても論文（Fitzpatrick & 

Galvani （2021） Science 371（6532）, 890-

891）があります。これはワクチンを開発されて
いた頃に、すぐに出た論文なのですが、これまで
のインフルエンザとコロナの違いを比較したもの
です。ワクチン配分においてどういう要因が政策
の決定に影響するかということを表わした図にな
ります。この図のちょっと細かいところは置いて
おいて、ここで伝えたいメッセージは 1つです。
この英語の論文の中に書いてあることなのです
が、「Vaccination strategies are not one size 

fits all」という文章があります。このことが一番
のメッセージであると言えると思います。インフ
ルエンザと新型コロナというのはもちろん似た特
徴もあります。たとえば、重症化リスクは高齢者
に多いという点においては共通ですし、接触者パ
ターンが若者の間で多いということは、もちろん
両者に共通です。そういう共通点があるものの、
たとえば、感染力が、コロナのほうが強いという
こと、そのことによって、結果として、最適な配
分、最適なストラテジーが変わってくることがあ
ります。感染力が強くなることによって、なぜ、
そういうことが起るかというと、ワクチンには直
接的な効果と間接的な効果、つまり外部性の部分
があると言いましたが、感染力が強まることに
よって、間接的な効果の部分というのは弱くなる
からです。なぜならば、それはワクチンを打って
いない人の間で感染が急速に広まる傾向を見せる
からです。ですから、このような点が、コロナと
インフルエンザの違いで、結果として異なったワ
クチン配分が必要になってくるわけです。
（スライド 10）WHOからも、ワクチン配分の原
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則というものは、コロナで出ておりまして、そこ
にどういう原則を重視するべきかということが掲
げられているわけですが、もちろんここには公平
性というすごく大切なことが入っていますし、原
則の中には、人類のウェルビーイングというもの
があり、そこでは、パンデミックによる疾病負荷
や死亡を減少させるという目的があり、こういう
目的というのが功利主義的な考え方とは整合的な
のではないかと思います。
（スライド 12）新型コロナ禍でのワクチン配分の
問題に関して、いくつか新しい課題が出てきまし
た。1つは、それ以前はあまりロールアウトとい
う形で、最初にどの方を優先接種し、その次にど
ういうグループを優先接種し、ということを織り
込む、ここでは、動学的にと表現していますが、
そういう形での分析はあまりなされていなかった
のです。しかし、いまの状況下で必要なのは、や
はり、どういう順番で接種していくのかが重要に
なりますので、段階を追ったロールアウトのプラ
ンが必要になってきます。
　また、重症化リスクが基礎疾患の有無と非常に
強く関連しているということもあり、年齢以外の
属性の明示的な考慮が必要となってきます。ま
た、医療機関負荷の問題は非常に重要な問題に
なっていますので、こういう観点からも目的をと
らえる必要性が出てきました。ほかにも、無症状
感染者の考慮や変異株出現の考慮といった問題も
あると思います。
　ここから先は、私達がいま、行っている分析の
結果を報告させていただくのですが、この部分で
は、1～3を取り入れて、ワクチンの最適な配分
について考えていきたいということになります。
（スライド 13）ワクチンの効果についてはご案内
のとおりだと思いますので省略します。
（スライド 14）最初に、国ごとのコロナのワクチ
ン接種政策について整理してみました。基本的に

はどの国も似たようなストラテジーで、医療従事
者、それから高齢者、基礎疾患保有者等ハイリス
クの方、また、高齢者施設スタッフ、高齢者施設
等集団で生活していらっしゃる場所のスタッフの
方を優先していくのは基本的なポリシーで、これ
はどの国もほぼ共通しています。ただ、国によっ
て少しレイヤーの付け方に変化があります。イギ
リスはかなり高齢者から順番におこなっていくこ
とを掲げていますが、日本は 65歳以上というと
ころで分けている違いがあります。ただ、日本の
場合、自治体で接種をおこなっているので、自治
体ごとに独自で細かく年齢を設定しておこなって
いるところもたくさんあると思いますので、これ
はあくまでも、国全体ではこういう基準がなされ
ているということになります。
（スライド 15―非掲載）この辺は細かいので省略
したいのですが、今回考えた目的は 3つありま
す。死亡者数減少、重症者数減少、そして感染者
数減少になります。これまでの研究というのは、
年齢というファクターを最重要視しており、もち
ろんそこはすごく重要なのですが、プラス、リス
クステータス、つまり基礎疾患の有無を考慮した
上でグループを設定しているということをおこ
なっています。ワクチンの効果については、
90％、60％というのが妥当のあたりなのですが、
一番モデストのケースとして 30％を想定して分
析をおこなっています。
（スライド 16―非掲載）こちらが結果です。
ちょっとビジーなグラフで見づらいと思うのです
が、パネルAの部分が目的を死亡者数の最小化
とした場合、Bが重症者数を最小化とした場合、
Cが感染者数の最小化とした場合、それぞれX

軸で表わされているグループの中で、どういう順
番で接種をおこなうといいかということをシミュ
レーションした結果になります。ここでは 3つ
の段階を考えています。最初に優先されるグルー
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プがステージ 1で、2番目がステージ 2で、3番
目がステージ 3となっています。結果は非常に
直感と整合的です。死亡者数を最小化する場合に
は 80歳以上のハイリスクの方をステージ 1、そ
の次に、同年齢グループのハイリスクでない方、
そして、60～79歳のハイリスクの方が第二段階
に入ってきて、残りが第三段階という結果が出て
います。
　一方で重症者数を最小化する目的の場合には、
第一段階にほかの年齢群の重症化しやすいハイリ
スクの人を接種することが示唆される結果となっ
ています。感染者数を最小化する場合は、活動が
活発な若者と壮年期の方までが接種の第一段階と
第二段階に優先される結果になっており、非常に
大きなコントラストを示しています。
（スライド 17―非掲載）実際にこの最適な配分が
できた場合、現在の政策を比較するとどれぐらい
差が出てくるかということをここで示していま
す。たとえば、最大で 11％程度の差が出てくる
ということを示していますが、重要なのは図の横
軸で、これは感染力が強くなるほど右、それぞれ
の感染力に対してワクチンスピードが速いか、遅
いかということを示しています。ワクチンスピー
ドが遅く、かつ、感染力が強いときにこそ、この
差は広がっていくというのは、全てのケースにつ
いて言えます。
（スライド 18―非掲載）最後に、いま、この 3

つの目的があり、どの目的を置いたら、ほかの目
的となっているものがどうなるのかを示した目的
間トレードオフのグラフです。まず、注目してい
ただきたいのはパネル Bです。感染者数を最小
にするということを目的とした場合、死亡者数は

どうなるのかということを示したグラフです。こ
ちらは最大で 5％程度の増加が見られるというこ
とが結果として示されています。ですから、感染
者数を目的とするのか、死亡者数を目的とするの
かということに関しては明確なトレードオフがあ
ると考えていいと思います。一方で、重症者数と
感染者数、パネル Cで表わされていますが、そ
の目的の間にはトレードオフが見られない、非常
に弱いと考えられます。
（スライド 19）まとめになります。以上の分析か
ら、コロナのワクチン接種は、異なるアウトカム
を目的とした場合には、異なる優先順位を示すと
いうことになります。現在の優先順位の設定は、
死亡者数および重症者数を減少させるという目的
と整合的な形でつくられています。また、感染者
数の減少を目的とした最適な優先順位の設定とい
うのは、必ずしもこの目的の達成には繋がらない
という可能性があります。
　そして、年齢群別の基礎疾患保有者数という重
症化リスクを優先順位の決定に重要だということ
もわかります。特に、最適化された配分というの
は、感染力が高く、ワクチン供給スピードが遅い
という条件下で、より効果的だと言えます。同時
に、NPIによって感染速度を低下させることや、
ワクチン供給スピードを加速することが、追加的
な疾病負担を回避することに寄与することも、分
析からわかっています。
（スライド 20―非掲載、21）このあたりは追加
的な話だったのですが、時間も過ぎておりますの
で、ここで終了させていただきます。ご清聴あり
がとうございました。
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伏見座長／
　井深先生、どうもありがとうございました。

●パネルディスカッション
伏見座長／
　引き続き、パネルディスカッションに移りたい
と思います。まず、はじめに、パネリストの皆様
で、追加発言、あるいは、講演に対する相互のコ

メント、質疑応答等がありましたらお願いしたい
と思いますが、いかがでしょうか。
　橋本先生、お願いいたします。
橋本／
　大竹先生がプレゼンしてくださった医療逼迫問
題ですが。たしかに、私は大竹先生がおっしゃっ
ているように、明確なこととして、医療機関がス
コープエコノミーが狭い、全然違う種類のものが
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混ざっているので、現状のように、一法人ごとに
全員等しくベッドを出してくださいというのはあ
り得ないのに、それをやり続けているのは理解不
能です。特措法ではなく、実は、本当は医療法を
使えばいいはずだと思っていて、参考人招致のと
きに、現行の医療法の地域医療推進協議会で調整
力を、知事に権限を渡してやらせてしまうほうが
早いのではないかと発言したのですが、アドバイ
ザリーボードの人の話を聞くと、医療法の「い」
の字も言えない状態が続いているというのです
が、なぜなのでしょうか。
大竹／
　すみません、私はその辺もわからないのです
が。知事に権限を持たせろというのは、専門会
議、分科会でもずっとそういう形で言ってはきた
のですが、全く動かなかったと思います。私は、
政治的なところはよくわからないのですが、多
分、知事はそのような対応ができると言われても
やりたくない、やれない事情があるのだと思うの
です。ですから、権限を国にもっと明記してほし
いとか、むしろ国が責任をもってやってほしいと
いうところがあるように思います。そこが問題か
なと思います。したがって、政策的にはご指摘の
とおりできるのです。特措法でも、おっしゃった
医療法でも、いろいろな手段があるのだけれど、
実際にはできていないところをどう克服していく
かというのは、多分、まさにおっしゃったガバナ
ンスの問題が典型的に表われていると思いまし
た。
橋本／
　ありがとうございます。
大竹／
　私も橋本先生にコメントが、3点あるのですが。
1つ目は、恐怖メッセージを使いすぎる、私もそ
のとおりだと思います。ただ、恐怖メッセージは
損失メッセージの私の研究でもそうなのですが、

瞬間的にはすごく効くのです。そのため、メッ
セージを使う側としては、少し依存症的になって
しまう。ただ、すぐに効かなくなってきます。最
初の頃は、おそらく、強い感染対策は 1回だけ
ですぐに終わるだろうということがあったのかも
しれないという気がします。もし、長期戦だとわ
かっているのだったら、1回ずつは効かないかも
しれないけれど、ポジティブメッセージを出し続
けることが、おそらく、必要だったと思います。
橋本／
　おっしゃるとおりだと思います。初期ならばよ
かったと思うのですが、いまになってデルタ株に
恐怖メッセージばかり出し続けているのは、僕は
かなり逆効果だろうと思っています。それも、大
竹先生のお仕事からもそう言えると思って見てい
ました。ありがとうございます。
大竹／
　ただ、それのメッセージの出し方というものを
どこがやるのかということが決まっていないので
すね。専門会議のときは専門家会議が全部やって
いたのですが、そうするといろいろな批判を浴び
たのです。だから、政府のどの部門が責任をもっ
てメッセージの出し方を考えるということをき
ちっと検討するべきで、それが、多分、いま、空
白の形だと思います。
　それから 2つ目は、政府に不信をもっている
人が一方で、ロックダウン賛成というのがとても
不思議です。私の解釈は、コロナ対策に不公平感
があるのではないかと思うのです。自発的な行動
変容だと、それを守っている人と守っていない人
に不公平があります。「それだったら、もう全部
一律にやれ」という気持ちになってくることが 1

つの理由かなと思います。それは感想です。
橋本／
　ありがとうございます。いまの、その不公平感
問題は、特にお店をやっている方々にはものすご
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く強いと思いました。
伏見座長／
　どうもありがとうございました。ほかには。岩
本先生、お願いします。
岩本／
　大竹先生への質問になります。経済学でアプ
ローチしていく場合、動学モデルを使って、経済
学でいうとフォワードルッキングなエージェント
を考えて、最後の局面まで全てを考慮して分析す
るという立場をわれわれはとります。おそらく、
国民がみんな気にしていることは、コロナがい
つ、どういう形で終わるのだろうか、です。い
つ、というのは難しいかもしれませんが、どうい
う形で終わるのかに関して、専門家からのビジョ
ンや見通しが見えず、国民が非常に不安に思う状
態にあります。去年のロックダウンは、その前の
2月に、これからの 1、2週間が瀬戸際だと専門
家が言って、国民はそれを受け止め、その後に
ロックダウンを我慢すればこれで終わるかと思
い、そのためにみんな相当努力をして精力を使い
果たしたのに、「まだまだだ」という、野球にた
とえたら、まだ 3回表か裏というような話をし
ているという状態で、すごくギャップがありま
す。
　そもそもコロナ分科会の専門家の方が、どうい
う形で落ち着くのかという見通しを持っているの
か。ワクチン接種の出口後の姿を公開しないと
言っているので、出さないのかもしれませんが、
何か言えることがあったらお聞きしたいと思いま
す。
大竹／
　ありがとうございます。分科会でも、私と小林
さんは何度も「見通しを出してくれ」ということ
を、感染症の人たちには言ってきました。しか
し、出せない、というのが結論でした。いろいろ
なことがありすぎて見通しがわからないというこ

とで、いままで出ていませんでした。ただ、一番
最初のときは、オリンピックがあったということ
も、多分、政治的な理由としてはおそらくあると
思います。本当は長期にかかることがわかってい
たかもしれないけれど、あたかも 3ヶ月ぐらい
で終わるような前提でやらないといけなかったと
いうことはあったのではないかと思います。しか
し、その後は、そういう制約がなくなったのに、
延期がはっきりしてからは、今年のオリンピック
ということはあったかもしれませんが、制約が小
さくなっても、まだなかなか出さないというの
は、外れたら批判を浴びるのではないかというこ
ともあったかもしれません。それは、経済系から
は常に言い続けてきたのですが、達成できていな
いと思います。
　それから、ワクチン後のことでも、昨日は大激
論でした。何とか出す方向には行ったのですが、
やはり、経済学者はフォワードルッキングで考え
て、医療関係者はバックワードルッキングで考え
るという違いだと思います。人々はいまのことし
か考えないので、出口戦略を発表するべきではな
いというのが反対理由でしたね。出口戦略という
将来のことを見せると、いま、制限が緩和された
と思って行動を変えてしまうとおっしゃります。
経済学者は、人々は合理的に行動するので、将来
緩和されるのだったら、いまは我慢すると考える
だろうと思います。
岩本／
　ありがとうございました。
伏見座長／
　ありがとうございました。ほかにはよろしいで
しょうか。コメントのほうで 2つほど質問が
入っています。
　1つ目が、基調講演に関してですが、「情報
ツールを用いた行動管理について、医療経済学の
観点からはいかがでしょうか」という質問が来て
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います。岩本先生か橋本先生と思うのですが、こ
ちらはいかがでしょうか。
岩本／
　法的な論点のほうが中心となるので、医療経済
学的な論点はサブの形になると思います。感染と
経済の関係をつかまえるとなると、両方に相関し
ている変数がつかまえられると、精度が高まりま
すが、そこの関係のパラメーターが怪しくなる
と、トレードオフ自体の位置や形が変わってしま
うというキーとなる部分です。現状で藤井・仲田
さんたちは、感染と経済の別々のデータの相関関
係を求めていますが、感染と相関が深い、経済と
相関が深い、かつ、デイリーまたはタイムリーに
採れるデータが重要だと認識しています。
　一方、私が今日説明した、経済を維持しながら
感染を抑制するというのは、結局、人流と感染の
関係を断ち切るような対策を打っていくことにな
ります。みんなが外に出歩いても、対策をちゃん
と打っている場所しか行かないから感染しないで
帰ってこられる。そういうふうになってしまう
と、人流と感染の関係が切れてしまう。それを目
指すと、人流のデータは使いにくくなります。現
在、私の方からはそんな感じの論点になります。
以上です。
橋本／
　短く、ひと言だけ。韓国と台湾だと、同じ個人
情報を使っているのですが、設計が違うのと、予
防的に人々の行動を抑えるというのと、起ったも
のをトレーシングするという、使い方が全然違う
ので、実は、ねらいによってだいぶ、医療経済的
な含意も変わってくるということだけ触れておき
たいと思います。以上です。
伏見座長／
　どうもありがとうございました。次がインセン
ティブについてのコメントがあります。

大竹／
　久保田さんからいただいている質問が、「いま
のままだったら、10人に 1人が感染するけれど、
あなたが打つとその予想が外れる」というメッ
セージが効果的ではないかということなのです
が。予想が外れるというメッセージは入ってませ
んが、これに似たメッセージを私達も試したので
す。「あなたが接種すると、人の命が救えます」
というものです。これを一番最初に試したのです
が、全く効果がなかったのです。多分、これで動
く人は、すでに接種してくれるのだと思います。
だから、そこでは動かない人をどう動かすかとい
うメッセージを若者向けにいろいろ試したのです
が、全くどれも効果がない。高齢者にはこの種の
メッセージ、少し変えたバージョンで効果がある
のですが。やはり、岩本先生が分析されたみたい
に、若者にとってのメリットのほとんどの部分が
利他的なメリットで、利己的なメリットが非常に
小さいので、コストのほうが上回ってしまう。そ
こでいくら利他的なところを呼びかけるようなこ
とをしても限界かなと思います。ただ、利他的な
ことだけで打ってくれる人が若者でも 7割いる
ことは事実なので、そこを引上げるのは相当難し
い状況だと思います。
伏見座長／
　どうもありがとうございました。最後の質問で
す。最終的な政策目標をどう置くべきかというよ
うなコメントだと思うのですが、いかがでしょう
か。
大竹／
　私からいいですか。これは、恒常的にどのぐら
いの感染リスクを認めるかということもそうなの
ですが、最終的には、ワクチンを打って免疫をつ
けることが一番重要だと思います。もし、ワクチ
ンの免疫が非常に長かったら、ワクチンを打って
免疫を付けるか、感染して抗体ができるかという
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ところまで、結局、燃え尽きるまで行くので、そ
れを早くするか、遅くするかというだけになると
思うのです。それは結局、ワクチン接種率がどこ
まで上がるかというだけの話です。違いは、一時
的に多くの人が感染する場合、医療提供体制が持
つか、持たないかということになると思っていま
す。
伏見座長／
　どうもありがとうございました。ちょうど時間
となりましたので、このセッションを終わりにし
たいと思います。パネリストの先生方、また、質

問等に参加してくださった皆様、どうもありがと
うございました。

●閉会
伏見座長／
　本日はどうもありがとうございました。これで
終了いたします。
一同／
　どうもありがとうございました。

〔了〕


