
はじめに

2020年11月現在、世界は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染再拡大の時期を迎

えつつある。第三波の襲来はヨーロッパにおいて特に顕著であり、フランスなどで大規模な

ロックダウン（都市封鎖）が実施されている。フランスでは患者数のみならず、重症者や死

者も増加しており、一部の病院において受け入れ体制が 迫していることから、春に続くロ

ックダウンが決定された。スペインにおいても緊急事態が宣言され、イギリス、イタリア、

ロシア、チェコなどを含め、ヨーロッパは再び深刻なコロナ禍のただなかにある。コロナ対

策における「優等生」とされたドイツも例外ではなく、患者数の増加に対して警戒感が高ま

っている。ヨーロッパ以外でも、アメリカや日本などで感染者数が増大するなど、世界はコ

ロナの第三波に直面しつつあると言えるだろう。いまだ人類はCOVID-19による危機を克服

したわけではない。

その意味で、「危機を克服するのはいかなる国家、いかなる社会か」を論じるのは、いさ

さか時期尚早なのかもしれない。しかも、現在、感染者数の増加において、ヨーロッパやア

メリカと、アジア、オセアニアとでは大きな違いがある。一時期論じられたファクターX

（解明できていない要因）はともかくとしても、エスニシティーやその生活習慣、あるいは各

国の政策の違いだけで感染者数の違いを説明するのは難しいだろう。原因を突き止めるには

なお時間を要するが、あるいは地理的な要因が一定の影響を及ぼしているのかもしれない。

また、民主主義国家と権威主義国家で、コロナ対策のパフォーマンスに違いがあるともに

わかに断定しがたい。同じ民主主義国家でも、アジアとヨーロッパでは人口あたりの感染者

数に大きな開きがある。しばしば中国をはじめ、一部の指導者が独裁的なリーダーシップを

行使できる国家のほうが、コロナ対応のような危機時においては有効であるとの言説もみら

れたが、世界をみれば、独裁国家や権威主義国家でコロナの感染拡大に苦慮している国も少

なくない。民主主義か独裁か、あるいは権威主義か、など政治体制の違いによってコロナ対

応が決定的に異なると結論づけるには、もう少し慎重な検討が求められるであろう。

その意味で、本稿の議論はいまだ暫定的なものにとどまらざるをえない。ここまでの段階

で相対的にコロナ対応に成功している国や社会に注目しつつ、その理由と考えられる要因を

仮説的に論じるのが精一杯である。その際も、本誌の性格や筆者の専門上、論じられるのは

基本的に政治的要因に限られる。一定の政治的要因がコロナ対応において、いかなる違いを
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もたらしているのか。何らかの示唆を提供できれば、本稿の課題は達成されたことになる。

1 大国か小国か

最初に検討する要因は国のサイズである。2020年10月末の段階で最も感染者数（累計）が

多いのはアメリカ合衆国（913万人）であり、それに続くのがインド（818万人）、ブラジル

（553万人）、ロシア（160万人）である。いずれも面積においても、人口においても世界の大国

である。もちろん、もともと人口が多い国で感染者の数も多いのは当たり前なので、感染状

況の深刻さを測るためには、人口比で検討する必要があるだろう。人口100万人あたりの感

染者数、死亡者数が多いのは、アメリカ（それぞれ2万7454人、697人）、ブラジル（2万6289

人、760人）、アルゼンチン（2万6010人、692人）、スペイン（2万5265人、765人）などである。

また人口100万人あたりの死亡者数が特に多い国としてメキシコ（719人）がある。小国で感

染者数、死亡者数が多い国もあるので、一概には結論づけられないが、一般的な傾向として、

大国において新型コロナによるダメージが目立つとは言えるだろう。

もちろん、中国のような例外も存在する（人口100万人あたりの感染者数、死亡者数はそれぞ

れ64人、3.3人）。また、仮に大国がコロナ禍に苦闘する傾向が認められるとしても、それが

何を意味するかは定かではない。

ここでは参考までに、大国と小国による政治状況の違いを説明する過去の議論を参照して

みよう。このような議論は18世紀から19世紀にかけてよくみられたが、現在では悪しき決定

論としてあまり人気がない。とはいえ、一定の留保をつけたうえで参照する限りは、現在に

生きる私たちにとって、何らかの示唆を与えてくれる可能性がある。

最も古典的なのはやはり、18世紀フランスの思想家モンテスキューの議論であろう。『法

の精神』においてモンテスキューは、人口や国土の広さはもちろん、置かれた環境や気候の

違いによって、各国の政治状況の違いを説明している。その分析は、今日の目からすればあ

まりにナイーブであり、独断的であることは言うまでもないが、同時代的にはかなりの影響

力をもったのも事実である。

有名なのは、共和制が小国に向いているのに対し、むしろ君主制は大国に適しているとい

う議論であろう。モンテスキューによれば、小国においては貧富の差が小さく、同質性が高

いことがしばしばである。したがって、人々は公共の利益を認識しやすく、それに服従する

ことも容易である。これに対し、大国になるとどうしても貧富の差をはじめ、人々の多様性

が増大する。一体感は乏しくなり、国益も複雑化してみえにくくなる。結果として人々の関

心も公共の利益への服従よりは、自らの私的利益の追求に向かいがちである。そのような国

においては、むしろ多様な利害を承認し、君主制の下で調整を図ったほうが秩序を維持しや

すいというわけである。

このようなモンテスキューの議論に、今日では直ちに承認しがたい決定論をみることは容

易である。とはいえ、小国に比べ大国において利害が多様化し、その調整が複雑になると同

時に公共の利益もみえにくくなるという指摘には、現代でもなお示唆するものがあるのでは

なかろうか。

危機を克服するのはいかなる国家、いかなる社会か
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このようなモンテスキューの議論を、19世紀において独特に継承したのがフランスの政治

思想家アレクシ・ド・トクヴィルである。トクヴィルもまた、小国においては格差が生じに

くいとする。そのうえでトクヴィルは次のように指摘する。「小さな国家では、社会の目がす

べてにいきわたる。改良の精神は隅々まで浸透する。国の弱さのために人民の野心は著しく

抑制されるから、その努力と資金はほとんどすべて国内の福利に向かい、栄光を追って空し

く煙と消えるようなことは決してない」（1）。

このようなトクヴィルの指摘は、現代でも人口の少ない北欧諸国などにおいて福祉国家化

が進んでいることをうまく説明するであろう。小国において対外的野心やナショナリズムは

抑制されがちであり、国のエネルギーが国内の福祉に向かうとするロジックは一定の有効性

をもっているかもしれない。経済的格差が少なく、国民が同質的であることが、福祉国家政

策を支えるとも言える。このような条件は大国においては見出し難く、その分、小国と同様

の福祉国家政策を行なうことも難しくなるであろう。

しかしながら、本稿においてより重要なのは、このようなトクヴィルの分析がコロナ対応

においても当てはまるかどうかである。例えば、有効なコロナ対策を行なったとして、しば

しば名前が挙がるのは、ニュージーランドや台湾のような国である。人口が500万人を切る

ニュージーランドは小国と言っていいだろうし、台湾もまた2350万人ほどで、大国ではな

い。ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相はいち早くコロナ対策に着手し、比較

的厳格な隔離政策を行なうことによって、いち早く感染拡大の阻止に成功したとされる。第

三波への対策においても顕著な成果を収め、今や世界におけるコロナ対策のモデル国家のひ

とつとなっていると言える。

しかも注目すべきことは、このようなアーダーン首相に対する支持の高さである。世論調

査によれば、「政府を信用している」「政府がとった対応に賛成する」「政府が正しい判断を下

すと信頼している」と答えた国民が、いずれも80%を超えている。

その理由はアーダーン首相のコミュニケーション能力にあるだろう。首相は日々、わずか

な時間をみつけてはライブ配信を行ない、日々変化する感染の拡大状況やその対策について

親しみやすいスタイルで説明している。配信中に国民からソーシャル・ネットワーキング・

サービス（SNS）などで寄せられた質問や意見に即座に答えるなど、説明能力の高さと国民

の声に対する反応のよさこそが、首相に対する支持の高さを支えていることは間違いない。

このような事例はアーダーン首相だけではない。台湾の蔡英文総統もまた、的確なコロナ

対策と、国民に親しく語りかける能力で話題になっている。同政権の行政院に35歳の若さで

入閣し、今回のコロナ対応で大活躍した唐鳳（オードリー・タン）政務委員とともに、デジタ

ル化を推進して躍進する現在の台湾を象徴しているだろう。このあたり、トクヴィルのいう

「小さな国家では、社会の目がすべてにいきわたる。改良の精神は隅々まで浸透する」という

指摘のよい例と言えるのではないだろうか。

2 連邦制か単一国家か

もっともトクヴィルも、常に小国が望ましいとしているわけではない。そもそも世界が小

危機を克服するのはいかなる国家、いかなる社会か
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国ばかりでない以上、外からの侵略の可能性が常に存在する。一国で商業や製造業を活発化

させても、海外の販路を独占され、市場が支配されてしまえば意味がない。トクヴィルもま

た、世界の政治や経済において力の要因が存在し、小国には常に大国によって併合されたり、

吸収されたりしてしまう危険性があることを指摘する。

そこでトクヴィルが着目するのがアメリカの連邦制度である。トクヴィルによれば、アメ

リカの連邦制度は、小国のメリットと大国のメリットを結びつけた政治学の「傑作」である。

州は市民にとってより身近な存在であり、郷土愛の対象となる。人々が自分たちの問題を自

分たちの手で処理する習慣を身につけるのも、州やそれ以下の自治体においてである。それ

はいわば、自由な小共和国として機能する。州政府もまた被治者のすぐそばにいるので、表

明される住民の利害に敏感である。

他方で連邦レベルにおいては、あたかもひとつの単一国家のように、多様な才能をもった

人材が活躍し、多様な考えが混じり合うことで、知的活動が活発化する。重要な発見などが

多くなされ、国力の発展が見込まれる大国のメリットを連邦は享受するのである。連邦と州

とで主権を分かちもつアメリカの連邦制は複雑であり、直ちに他国が真似することは難しい

としても（トクヴィルはメキシコがアメリカと同様の連邦制を導入したものの、それをうまく使い

こなせていないと指摘する）、あるべき国家のモデルとして、極めて重要であると結論づけた。

コロナ対策においてはどうであろうか。ひとつの例として、隣国であり、コロナの感染拡

大がほぼ同時期であったフランスとドイツを比較してみたい。今後のことはまだわからない

が、これまでのところ感染者数、死亡者数ともにフランスがドイツを大きく上回っている。

その理由として、しばしば指摘されるのは医療提供体制の違いである。人口あたりの病床数

において両国はそもそも大きく異なっており、その違いがコロナ対応においても如実に表わ

れたと言える。

ただし、両国の違いはそれだけではない。経済対策においてもドイツのほうが先行し、

2020年3月中から個人と企業に対する幅広い対策が打ち出されている。その際には、連邦統

一ガイドラインが示され、連邦と各州の合意形成が迅速に行なわれたことに加え、バイエル

ン州など、感染者数が急増する地域において州政府が独自の対策を打ち出している。地域の

状況に応じて、適切な対応が行なわれたことが感染拡大の抑止につながったとされる（三菱

総研 2020）。

コロナ対策において、連邦制が単一国家に比べ常に優位すると断定することはできないが、

連邦制が適切に運用され、連邦と州との間に適切に役割分担と協調関係の構築がなされる場

合は、連邦制のほうがよりよくパンデミックに対応していると言えるだろう。

これに対し、トクヴィルが注目したアメリカは今回のコロナ対応において、なぜ失敗した

のだろうか。しばしば指摘されるのは、ドナルド・トランプ米大統領が専門家の意見を軽視

し、エボラ出血熱への対応などにおいて顕著な成果を上げた疾病予防管理センター（CDC）

がうまく機能しなかったという点である。また、マスクをするなどの予防策がイデオロギー

的な論争の対象となり、適切な対応が妨げられた側面がある。

さらに、トランプ大統領とニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事が相互に非難し合

危機を克服するのはいかなる国家、いかなる社会か
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うなど、連邦と州との間で適切な連携がとられなかったことも大きいだろう。ミシガン州に

至っては、民主党のグレッチェン・ウイットマー州知事が出した厳しい外出制限措置に共和

党支持者が反発し、トランプ大統領がこれを るという事件までが発生した。その意味で、

アメリカでは、トランプ大統領の独自な行動様式やイデオロギー的な論争が災いして、連邦

制がその効果を発揮するというよりはむしろ、対立を助長する要因として機能してしまった

と言えるだろう。その意味では、連邦制はやはり運用次第であることは認めざるをえない。

3 良き統治

ここまで検討してきたように、新型コロナウイルス対応において一定の成果を上げている

国において、大国より小国が、単一国家より連邦制が目立つとすれば、このことは何を意味

するのだろうか。ニュージーランドのアーダーン首相において顕著なように、国民に対する

丁寧な情報提供やコミュニケーションによる迅速な合意形成がひとつの鍵となることは明ら

かだろう。さらに国民の不安や要望に対して敏感に反応し、さらに各地域の実情に応じたき

め細かい対策も有効である。これに対し、国内において政治的・経済的な分断が進み、ポピ

ュリズム的指導者がこれを助長する場合に、コロナ対策に対する大きな障害となることも示

された。

ちなみにフランスの政治学者ピエール・ロザンヴァロンは『良き統治』において、現代の

統治において求められる基準として、理解可能性・統治責任・応答性を挙げている（ロザン

ヴァロン 2020）。ロザンヴァロンの問題意識は、現代民主主義論がしばしば代議制民主主義

に集中しすぎるあまり、民主主義体制下における統治の質が十分に検討されていないことに

ある。民主主義を推進するにあたって選挙や政党のあり方に注目することが重要であること

は言うまでもないが、執行権（行政権）そのものに対して、より直接的な民主的統制を加え

る可能性についても、あらためて問い直す必要がある。このようなロザンヴァロンの問題意

識から抽出されたのがこの三条件であるが、奇しくもコロナ対策に求められる統治のあり方

にそのまま適用可能であるように思われる。

第1の理解可能性とは、決定過程の透明化を指す。なぜ、その政策が採用されたのか。い

かなる決定過程を通じ、それが決まったのか。市民の知る権利に応えるべく、情報の開示や

公開の討論が行なわれなければならない。今回のコロナ対応について言えば、問題に対し、

どの専門家の提言をいかなる理由で採用したのかを明らかにし、その根拠となる基本的なデ

ータを広く公開するということが重要な課題となった。

この点においてニュージーランドや台湾が優れたパフォーマンスを示したことに対し、死

亡者数は少ないにもかかわらず、政府の対策への評価が低かった日本などは、課題が残され

たと言えよう。日本では日々の感染者数や検査数など各種のデータについて、誰にでも利用

しやすいかたちで、迅速に情報が提供されたとは言いがたい。このことが、政府の対策への

評価が低かったことの一因となっている。今後、オープンデータと決定過程の透明性、さら

に批判を含む社会からの多様なフィードバックへの対応能力こそが、コロナとともに生きる

社会にとって不可欠の要素となるだろう。それなくして政治への信頼回復はおぼつかない。

危機を克服するのはいかなる国家、いかなる社会か
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第2の統治責任は、個別の政治家の刑事責任とは区別される、政治的かつ集合的な責任で

ある。贈収賄や公職選挙法違反などによって、政治家が責任を追及されるのは言うまでもな

いが、ここで言うのはそれと区別される次元の責任である。議院内閣制の下、内閣は議会の

多数の支持によって成立し、その信任を失った場合に辞職することを指して責任内閣制と言

う。内閣が議会に対して責任をもつことを意味するが、政治的指導者はその判断の結果によ

って、責任を問われることになる。今回のコロナ対応については、何がベストかわからない

なか、手探りの模索が続いた。それだけに、最終的な判断を行なった首相や自治体の長の責

任は極めて大きかったと言える。判断の是非によって、場合によっては職を辞する覚悟がは

たして、彼らにあったのか。事後的な検証が必要であろう。

第3の応答性とは、人々の声に対して、どれだけ耳を傾け、それに反応したかを意味する。

グローバル化が進むなか、格差が拡大し、「取り残された人々（Left Behind）」の不満や不安

がポピュリズムの温床になっているとも言われる。既成の政党政治は、このような多様な民

意への応答性を著しく低下させている。それだけに政党組織を「中抜け」するように、カリ

スマ的なポピュリスト指導者への期待が高まっている。必要なのはむしろ、社会の多様性を

よりよく可視化するような民主主義のバージョンアップであろう。コロナ危機を通じて、各

国の政治指導者は、多様な国民の声に対し、いかに反応し、説得的な語りかけをできるかに

ついて、厳しく問われることになった。多くの情報に接した人々のリテラシーが高まると同

時に、世界の他の国々の事例がしばしば比較された。今後も、どの国の仕組みがよりよくコ

ロナを封じ込められるか、どの国の指導者の対応に説得力が感じられるかについて、熾烈な

国際競争が続くだろう。

その意味で、コロナ禍は、あらためて各国民に自国の指導者の能力や、統治のあり方につ

いて考える絶好の機会となったと言えるだろう。グローバル化の時代にあって、人々の関心

は国境を越えた活動に向けられたが、コロナがもたらした危機によって、人々は再び国境の

存在を強く意識することになった。各国民は安全を求めると同時に、雇用や生活の不安に対

する公的な支援をこれまで以上に求めている。逆に言えば、その期待が裏切られれば、国家

に対する不信や不満が取り返しのつかないかたちで損なわれることになるだろう。いずれ

人々の移動が再開されるにつれ、経済不振にあえぐ国々からは、再び大きな労働力の流出も

みられるはずである。いずれにせよ国家のあり方が、厳しく問われることは間違いない。

4 国家の役割

その意味で、コロナ危機は、より長期的な目でみるとき、国家の役割の再定義のきっかけ

になるように思われてならない。もちろん、そのことはナショナリズムの擁護や、排外主義

の肯定とは明確に区別されるべきである。

例えば、中東欧の政治の専門家であるイワン・クラステフは、新型コロナウイルスの感染

拡大が、「“うちにいよう”ナショナリズム」をもたらしたという（クラステフ 2020）。かつ

ていくら極右政治家が移民排斥を声高に唱え、国境の封鎖を言い立てても、それを本気にす

る人は決して多くなかった。ところが、コロナウイルスの感染拡大は、たちまちのうちに国
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境の封鎖と人の移動の停止をもたらした。それどころか、「国境の神秘化」すらが進んだとク

ラステフは言う。

2015年のヨーロッパ難民危機にあっては、文化的ナショナリズムが鼓吹されたとすれば、

COVID-19はこれを公衆衛生指向のナショナリズムに変えた。ここに国家は、危機対応をめ

ぐる意思決定とアイデンティティーの両方の空間として再確立されたとクラステフは言う。

これまでリーマンショックの際などには、市場への懐疑は増大したとしても、必ずしも国家

の介入拡大を求める主張は強まらなかった。これに対し、今回のコロナ危機では、人々は政

府に公衆衛生の計画を立ててもらい、悪化する経済を救ってもらおうと期待している。

このようなクラステフの指摘は興味深いが、やはり一時的に高まるナショナリズムや「国

境の神秘化」と、国家に対する期待の高まりとは区別して考えるべきであろう。もちろん、

急に国家が万能になったわけではない。むしろ現実の国家にできることは限定的であり、し

かも期待を裏切ることも少なくない。しかしながら、一定の限界の範囲内で、国家になすべ

き役割はあるし、コロナ危機を通じてそのことが再確認されたと言えるのではないか。

国家によるイノベーションを強調して話題を呼んだ政治経済学者にマリアナ・マッツカー

トがいる（マッツカート 2015）。彼女によれば、イノベーションを実現するのは民間セクタ

ーであって、国家はそれに劣るという考えは誤りである。むしろインターネットから現代医

学まで、さまざまな分野で画期的なイノベーションを実現してきたのは、リスクを恐れない

政府機関のイニシアティブである。民間セクターが簡単には手を出せないリスクの高い研究

開発を行なうにあたっては、明確でぶれない政府による安定した支援が必要なのである。

言うまでもなく、このことは国家がすべてを行なうことを意味しない。とはいえ、国家は

ターゲットを絞り、率先して動くことで、中長期的に民間セクターの組織や機関のネットワ

ークを育てなければならない。企業や金融機関、研究教育機関などを連携させ、ひとつのシ

ステムを作り出すことが国家の役割なのである。そのことは単に市場の失敗を正すことを意

味しないし、国家にプラットフォーム機能だけを期待することとも区別される。国家により

積極的な戦略性を求めるものである。

このことは、コロナ対策はもちろん、ウィズコロナ、あるいはポストコロナの社会におけ

るイノベーションにも当てはまるだろう。検査体制の確立やワクチン開発を行なうにあたっ

て、各国政府による支援やイニシアティブは不可欠であろう。さらに市民の自発的な協力を

得つつ、有効にCOVID-19を封じ込めていく社会システムの開発も急がれよう。はたして、ど

の国のいかなるネットワークがこの分野において指導的地位を占めるかは、今後の世界の動

きを決定するうえで、極めて重要な意味をもつはずである。

もちろん、国家の役割は研究開発や感染拡大防止システムの構築に尽きるわけではない。

むしろパンデミックの影響が人種、職業、社会階層によって異なり、各国内部においても格

差を拡大し、大きな社会的不公正を生み出しているのが現状である。このような状況を放置

し、負担を各個人や家庭による自己責任に委ねるならば、そのような格差がとめどなく拡大

することだろう。

グローバル資本主義によって格差が拡大することに対して、今後、各国の社会を防衛する
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ため、さまざまな手段が講じられるであろう。世界のトレンドは新自由主義的な市場重視か

ら、より修正資本主義的な方向へと向かっていくことが予想される。その際に鍵を握るのが

国家の役割であり、そのことは今回のコロナ危機によってさらに明らかになったと言える。

国家があらゆる問題を解決する全能の存在でないことは間違いないが、国家の役割を軽視し

たり、等閑視にしたりしては未来に対する展望は開かれないだろう。

むしろこのような機能的な国家の役割が期待できない社会ほど、ナショナリズムや排外主

義を煽り、そのことによってむしろ自らの手を縛ることになるはずである。有限な資源を最

も効率的、かつ戦略的に使用するためにも、柔軟で機能的な国家の役割が不可欠である。そ

して、このことがコロナ危機の最大の教訓とも言える。

結　び

以上の議論をまとめたい。まず大前提として、いまだ人類はCOVID-19による危機を克服

したわけではない。その意味で、「危機を克服するのはいかなる国家、いかなる社会か」を論

じるのは、いささか時期尚早である。また一定の政治体制が、コロナ危機の克服にあたって

有意に実効的であるとも断じ難い。いまだ議論は模索のただなかにあると言えよう。

とはいえ、いくつかの政治的要因について、暫定的な仮説を提示することはなおも可能で

あろう。例えば、これまでのところ、コロナ対策において優れたパフォーマンスを示した国

に、大国よりは小国、中央集権的な単一国家より連邦制など、分権的な国家が目立つ。その

理由はおそらく、大国において利害が複雑化し、その調整が難しいこと、逆に小国やよく組

織化された連邦制においては、国民に対する丁寧な情報提供やコミュニケーションによる迅

速な合意形成が容易であることに見出せるだろう。

このことを通じて浮かび上がるのが「良き統治」という問題である。現代民主主義論にお

いてしばしば関心が立法権に集中しがちであるが、執行権（行政権）をいかに民主的に統制

していくかもまた重要なテーマである。そこで鍵となるのが、理解可能性・統治責任・応答

性であり、これらの要件を満たさない場合、コロナ対策にも支障がみられることとなった。

また国民の評価や支持にも影響を及ぼしたと考えられる。

コロナ危機を克服するにあたって、あるいはコロナウイルスとともに生きていく場合も、

国家の役割が重要な意味をもつことが明らかになったのは、今回のパンデミックによる数少

ない積極的な示唆となったのかもしれない。国家の能力には限界があるが、限られた資源を

有効に活用していくためにも、柔軟で機能的な国家の役割が重要になっていくであろう。そ

の意味で、「危機を克服するのはいかなる国家、いかなる社会か」の答えとしては、理解可能

性・統治責任・応答性の要請に応え、社会とともに有効なイノベーションのネットワークを

作っていける国家ということになるであろう。

（ 1） Tocqueville 1981: 236, 邦訳＝第1巻（上）、257ページ。
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