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応用アール・エム・エス 災害レポート 

 

新型コロナウィルスの影響（速報） 

はじめに 

2020年 4月 7日、1都 1府 5県を対象に「新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言」が発表され、日本

の社会・経済活動は大きな制約を受けている状況です。本レポートでは、4月 19日時点における公開資

料・データを元にして、新型コロナウィルスの感染状況やその影響について整理するとともに、感染拡

大に関するエージェント・シミュレーションを試みたものです。新型コロナウィルスに対する知見の一

助となれば幸いです。最後になりましたが、今回の感染によりお亡くなりになられた方及びそのご遺族

の方には謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々の一日も早いご回復を心よりお祈り申

し上げます。 

新型コロナウィルスの感染状況の推移 

全世界及び各国の新規感染者数の各週の集計値と各国の対応、日本国内及び各地の新規感染者数の各週

の集計値と政府・北海道の対応状況を図 1に示しました。また、表 1には海外・国内の主な動きを時系

列で整理しました。 

  

 （全世界の新規感染者数と各国の対応）1    （国内の感染者数と政府・北海道の対応）2 

図 1 新規感染者数の週ごとの集計値の推移と政府等の対応 
※文献 1)～3)を元に応用アール・エム・エス作成 

（4 月 19 日時点の情報に基づく） 

 

 

 
1 各国の感染者数は左側の対数軸(常用対数)に、全世界の感染者数は右側の軸に対応しています。 
2 東京都・北海道・大阪府の感染者数は左側の対数軸(常用対数)に、全国の感染者数は右側の軸に対応しています。 

イタリア移動制限 

(一部地域)    (全土) 

武漢封鎖期間 

韓国大邱地域に 

外出自粛・移動制限 

米国国家 

非常事態宣言 

北海道緊急事態宣言 

イベント等の自粛要請 

学校の休校要請 新型コロナ緊急事態宣言 



2 
 

表 1 海外・国内の動き 

 
※文献 4)～11)及び各種報道等を元に応用アール・エム・エス作成 

 

新型コロナウィルスの感染情報が世界保健機関から初めて公表されたのは 2020年 1月 5日です 4)。中国

湖北省武漢市で原因不明の肺炎が 2019年 12月 31日に世界保健機関(WHO)の中国事務所に報告され、

2020年 1月 3日時点で 44名の感染者が確認されました。その後、各国で感染者が報告されており、日

本でも 1月 16日に初の感染者が報告されました。2月中旬までは感染者数の大半は中国国内の感染者で

したが、2月中旬以降、各国で感染者数が大きく増加しました。図 1に示した 5か国の感染者数の急速

な増加は、中国、韓国、イタリア、米国、日本の順で訪れており、中国、韓国には明確なピークがみら

れ、新規感染者数が減少傾向となっていますが、米国や日本はピークを迎えたとは言えない状況にある

ことがわかります。 

期間
(週単位)

日付 国 海外の動き(中国・韓国・イタリア・米国) 日付 主体 国内の動き(政府・東京都・北海道を中心に)

12/29～1/4 12/31 中 武漢で原因不明の肺炎の報告

1/5～1/11

1/12～1/18 1/16 - 日本で初の感染者確認

1/19～1/25 1/23 中 武漢で都市封鎖（～4/8）

1/26～2/1 1/26 - 武漢からのチャーター便第1便帰国(以降2/17までに合計5便)

2/2～2/8
2/1
2/3

政府
-

新型コロナウィルスを指定感染症に定める政令等の施行
横浜港にダイヤモンド・プリンセス号が寄港

2/9～2/15 2/13 政府
緊急対応策を発表（検査体制の強化、中小企業への資金繰り援
助等）

2/16～2/22
2/16
2/20

中
中

湖北省で全ての社区に対して最も厳格な封鎖式管理を実施
湖北省内の企業活動の再開時期を原則早くとも3月10日24時以
降とすることを発表

2/18 -
横浜港に寄港中のダイヤモンド・プリンセス号からウィルス検査で
陰性であった健康な乗客の下船開始

2/23～2/29
2/24

2/27

韓

伊

大邱地域の居住者・訪問者に最低2週間の外出自粛・移動制限を
要請
ロンバルディア州・ヴェネト州の11の自治体で都市封鎖開始

2/26
2/26

2/27

2/27
2/28

政府
東京都

政府

北海道
北海道

全国的スポーツ・イベント等の自粛要請(期間：2週間)
集中的取組を発表（①都主催イベントの延期・中止等、②時差通
勤・テレワークの推進、③学校対応等、期間：2/21～3/15）
小・中・高等学校及び特別支援学校の休校要請（期間：3/2～春
季休業開始日）
小中学校の休校(期間：～3/4)
緊急事態宣言(外出自粛要請、期間：～3/19)

3/1～3/7 3/5 米 メリーランド州で非常事態宣言
3/2
3/2

東京都
北海道

都内公立学校休校(期間：～春季休業開始日)
道内の小中高・特別支援学校休校(期間：～春季休業開始日)

3/8～3/14

3/10
3/11
3/12
3/12
3/13

伊
米
伊
米
米

全土に移動制限（～5/3予定）
ワシントンDCで非常事態宣言
全土で生活必需品を除く全商業販売活動の休止（～5/3予定）
バージニア州で非常事態宣言
国家非常事態宣言

3/10
3/12

政府
東京都

緊急対応策(第2弾)を発表(感染拡大防止・テレワーク推進等)
東京都緊急対応策(第3弾)を発表

3/15～3/21 3/16 米
ワシントンDCで集会規則の市長令を発表（飲食店の店内営業禁
止等～4/24予定）

3/22～3/28

3/22

3/23

3/23
3/25
3/25

韓

伊

米
中
米

宗教施設、室内体育施設、遊興施設に対する運営中断勧告等
（～4/19）
必要不可欠な財・サービス・生産に不必要な全ての活動を全土で
一時停止（～5/3予定）
メリーランド州で非基幹ビジネスの閉鎖
湖北省内の鉄道が順次再開
ワシントンDCで非基幹ビジネスの閉鎖

3/23

3/25

東京都

東京都

「都としての新たな対応方針」発表（大規模イベント等の自粛継続
等、期間：～4/12）
都知事の緊急記者会見(週末の外出自粛、テレワーク推奨等)

3/29～4/4 3/30 米 ワシントンDC・メリーランド州・バージニア州で外出禁止令発令
4/1
4/2

東京都
東京都

都立学校の休校延長(期間：～5/6)
週末の外出自粛要請

4/5～4/11 4/8 中 武漢市の都市封鎖解除

4/7
4/8
4/10

政府
北海道
東京都

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(対象：1都1府5県)
集中対策期間(期間：～5/6)
「東京都における緊急事態措置等（案）」発表(特措法に基づく特
定種類の施設への休業要請、期間：～5/6)

4/12～4/18
4/14
4/15

伊
米

一部の州において衣料品店・文具店の営業を許可
ワシントンDCにて、外出禁止令、非基幹的ビジネス・学校閉鎖、
大規模集会の禁止等の措置の延長(～5/15予定)

4/12

4/15

北海道

東京都

札幌市と共同で緊急共同宣言を発表(外出自粛、学校休業、緊急
事態宣言地域との往来自粛等)
東京都緊急対応策(第4弾)を発表
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感染拡大防止策として都市封鎖が実施される例がありますが、武漢の場合、封鎖期間は 2か月半に及ぶ

とともに、新規感染者数のピークを過ぎた 1か月半後に解除されたことから考えると、欧米で経済活動

再開に向けた報道もありますが、国内外の都市封鎖・外出自粛の動きやその影響は新規感染者数のピー

クを過ぎても長期化する恐れもあります。 

新型コロナウィルスの社会・経済的影響 

新型コロナウィルスの感染拡大は様々な方面へ影響を与えています。ここでは、各種報道から大きな影

響を受けた産業の動きをまとめました。 

第 3 次産業 

第 3次産業に関しては、小売業、運輸業、旅行・宿泊業、飲食・娯楽サービス業に関して、各業界で月

次データを公表している大手企業の情報を収集し、昨年 12月から 3月にかけての売上高等の対前年比の

推移を図 2にまとめました。 

 

図 2 第 3次産業の売上高等の対前年比の推移3 
※各企業の web 上の月次データおよび文献 12)等から応用アール・エム・エス作成 

 

 
3 グラフの対前年比は既存店売上高を示しています。ただし、航空は利用者数、高速道路は通行台数、鉄道のうち JR 東海

は新幹線の輸送量、宿泊は宿泊旅行統計調査の延べ宿泊者数を用いました。グラフの対前年比は調査した各業界の企業の

対前年比の単純平均を表しています。3 月の値は 4 月 15 日時点で公表された企業のみの値を用いています。対象企業数は、

百貨店：5 社、コンビニ：3 社、総合スーパー：4 社、ドラッグストア：4 社、鉄道：4 社、航空：2 社、高速道路：2 社、

旅行：2 社、飲食：10 社、娯楽：3 社です。 

小売業 運輸業 

旅行・宿泊業 飲食・娯楽サービス業 
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小売業では業態により新型コロナウィルスの影響が分かれました。百貨店は 2 月から売上減少が始まり、

3月は大きく落ち込みました。百貨店は、訪日外国人の減少によるインバウンド消費減少の影響も受け

ており、新型コロナウィルスの影響を早くから受ける結果となったようです。逆に、マスク等の需要増

によりドラッグストアは 2月と 3月は売上が 1割以上増加する結果となりました。 

運輸業では、鉄道が大きく落ち込んでおり、3月は前年比で 6割を切る水準となっています。鉄道の対

前年比については、輸送量を利用した JR東海以外の JR各社は定期利用を含んでおり、実際の利用実態

はより低調であると推測されます。また、航空（国際線）は 2月時点で前年比 8割を切る水準となって

おり、3月はその影響がさらに大きいものと推測されます。 

旅行・宿泊業は 2月時点で減少傾向がみられます。特に訪日外国人の減少が目立っています。2月時点

でも、訪日外国人の延べ宿泊数は対前年の 6割程度の水準となっており、3月はさらに低下することが

予想されます。 

飲食・娯楽サービスは同じような傾向を示しています。2月は対前年比で増加傾向となりましたが、3月

は大きく低下しました。4月 7日の緊急事態宣言以降、休業店舗が増加しており、今後、その影響は大

きくなることが見込まれます。 

第 2 次産業 

経済産業省が公表する鉱工業指数(季節調整済)は 2月の生産指数は前月比+0.4%、出荷指数が前月比

+2.6%となり 13)、鉱工業全体では大きな影響はみられませんでした。ただし、輸出関連産業や国際的な

サプライチェーンを保有する業種では、今後、中国・欧米各国の都市封鎖・外出自粛等による消費減

少・生産活動制限の影響を受ける可能性があります。 

工場施設は新型インフルエンザ特措法による施設利用制限に含まれておらず、緊急事態宣言が出された

地域でも操業は可能な状況です。一方、3月中旬以降、事業所内の従業員が新型コロナウィルスへ感染

した例や、感染による生産ラインの一時停止・事業所の一時的な閉鎖などの事例が報道され始めており、

今後、日本で感染者数が増加した場合、需要の減少だけでなく、従業員の感染による事業活動への影響

が懸念されます。 

感染拡大に関するエージェント・シミュレーション 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止策として、「3密4を

避ける」、「ソーシャル・ディスタンス」、「うがい・手洗い

の実施」、「マスクの着用」などが呼びかけられています。こ

こでは、これらの対策の効果を定量化するため、マスクの着用、

軽症者の隔離、の 2つの対策の実施の有無を評価するエージェ

ント・シミュレーションを実施しました。なお、今回のシミュ

レーションは対策の有無の相対的な比較を目的としており、感

染率などのパラメータは、仮定した値を用いている点にご留意

ください。 

本シミュレーションは、エージェント(人)の状態を「未感染」

「感染」「回復」「死亡」の 4種類とし、パラメータとして設

定した感染率と乱数に基づいて、図 3に示すように、感染者の

 
4 密閉空間（換気の悪い密閉空間）、密集場所（多くの人が密集している場所）、密接場面（互いに手を伸ばしたら届く

距離での会話や共同行為が行われる場面） 

未感染者

感染者(無症状・軽症・重症)

感染者に接近した未感染者
→乱数と確率に応じて感染へ

(距離で確率を低減させる)

図 3 シミュレーション上での 

感染の仕組み 
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一定範囲内に接近した未感染者へ伝染すると仮定しています。感染者の状態は、「無症状」「軽症」

「重症」の 3種類に細分しています。本シミュレーション上では、エージェントの行動は設定した領域

の中を自由に移動するものとし、時間の経過により感染者数がどのように変化するかシミュレートしま

した。 

具体的には、仮想空間内に 500人のエージェントを作成し、表 2に示すように、領域数やマスク・軽症

者の隔離といった条件を変化させた 2ケースのシミュレーションを実行しました。図 4には、シミュレ

ーションの実施例を示しましたが、感染者が移動し、他のエージェント（人）と接触することにより感

染者が拡大していく様子が示されています。 

表 2 シミュレーションの実施条件 

 

   

   

図 4 シミュレーションの実施例（ケース①） 

  

図 5 感染状態毎のエージェント数の時系列的な変化 

ケース マスク 隔離 最大有症状者数 総人口

ケース① なし なし 173

ケース② 90% 50% 88
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シミュレーションの結果、得られた各時刻の状態別エージェント数のグラフを図 5に示しました。感染

防止策をとらないケース①では、時刻𝑡 = 100付近から指数関数的に感染者数が増加しました。時刻𝑡 =

400前後で有症状者数がピークに達し、最大有症状者数は 173人となりました。一方、感染防止策をと

ったケース②では、指数関数的な感染者数の増加は見られず、最大有症状者数は 88人に抑えられていま

す。この結果は、感染症予測のための数理モデルの結果とも整合する結果が得られています。 

エージェント・シミュレーションでは、エージェントの行動原理をより詳細にモデル化することが出来

ます。そのため、感染したエージェントの行動による感染拡大や、外出自粛やテレワーク等による感染

者数抑制の効果等、さまざまな状況下での感染者数の変化を計量することが期待されます。 
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