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はじめに   報告発表に至る経過 

 

私はこの間、ＢＢＣやＣＮＮばかりを見てきましたが、欧米では中国に対して一定の評価を行っ

ています。もちろん検閲の問題や初動の遅れなどに対する批判的検証はあるものの、封じ込めに成

功した点に関しては評価が高い。ここは日本のマスコミと違うところだと思っています。このあた

りを少し学んでいきたいと思います。 

もうひとつは農村地帯で何が起こっていたか、です。医療へのアクセスの問題が一番大きいので

すが、生産基盤としての農村がどのような被害を被ったのか、その原因は何かというところについ

て、武漢大学の研究者が論文にまとめているので、その内容もご紹介したいと思います。 

資料についてはこちらに書いてある通りです。私は 11月 21日――もうコロナは発生していたと

思いますが――から 1週間ほど武漢大学の農村研究チームと一緒に、近郊と郊外の農村を調査しま

した。近郊といっても市内から車で 5時間ぐらい、郊外というとそこからまた車で 3時間ぐらいと

いう広大なところです。 

その時の研究者仲間とウィーチャットで交流を続けています。特にコロナが発生して以降、彼ら

の日々刻々と変化する経験のなかで、毎日のように報告書を出している姿に、非常に感銘を受けま

した。彼らと忌憚のない意見交換をして事実として確認されていることを、皆さんにお話ししたい

と思っています。その中でも重要な体験談や報告を送ってくれているのが、武漢大学の馮 川先生

という若手の研究者です。東大大学院で学位を取り、武漢大学に就職しています。４年間で 10 本

以上の査読付き論文を、中国政府が認定する 100の雑誌に載せなければならないという厳しい条件

に加えて今回のコロナ発生でおおわらわというなかで、自身のボランティア体験や世界でも有数の

武漢大の桜が咲き誇る楽しい映像を送ってくれました。 

これらのリアルな情報に加えて、中国の独立系情報誌『財新』――東洋経済オンラインで扱って

いるものです――、ＢＢＣやニューヨークタイムズ、日本のメディアを利用しました。 

 

武漢市の地理的位置 

 

武漢という場所がどれだけ重要な地理的な位置かといいますと、○で囲んであるのが湖北省です

が、武漢市はその省都です。上海にも広東省にも近い。それから北京にも高速鉄道で 5 時間ぐらい

で行けるから近いという感じです。主要産業は自動車産業、それからハイテク産業が今占めていま

す。日本からも多数の企業がここで展開していまして、自動車会社はもちろんなんですけど、無印

良品とかユニクロ、丸亀製麺などサービス業関係で多くの日本企業が参画しています。湖北省の総
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面積は 18.59 万平方キロ、だいたい日本の総面積の半分ぐらいと言われています。武漢市だけで兵

庫県より少し広いぐらいの面積です。人口は東京都より少し少ないくらいで、1000万都市です。湖

北省の都市人口は全体の 8割ぐらいを占めていて、中国の平均的な都市人口比率と比べると、武漢

市の都市人口は 2割程度これを上回っていて、比較的若い市民たちが多い。20代の多くは外国から

の留学生も含めて大学生です。というのは 80 を超える高等教育機関があり、それだけで 120 万人

を超えているからです。 

今回 120 万人の学生たちは、この問題が起きてからは自分の田舎がある人たちは田舎に帰りまし

た。ただ、中に居住区がありますので、居住区のなかで暮らしている人たちはそのまま極めて有力

なボランティアとして活動することになりました。 

武漢市と武漢大学の位置を地図上で示すとこんな感じです。右側の緑の部分が武漢大学です。そ

の他のマンション群に見えるところも武漢大学の中に入っています。中国の大学のこの独特な居住

区の配置は毛沢東の時代から引き継いだもので、居住区の中に平均的な施設、大学であれば大学に

ふさわしい施設はすべて入れてしまう。その中で大学生はすべての活動を行い、暮らしに必要なも

のはすべて賄えるようになっています。中国の主要大学の敷地内にはそういう特殊なコミュニティ

が展開しています。 

 

 
 
武漢大学敷地 

 
 
中国全省の地図  
出所：国土交通省国土政策局（日本）「各国の国土政策の概要、中国」 

注：国交省が（一財）日本開発構想研究所が中華人民共和国生活部編「行政区画簡冊」をもとに作成したものを転載 

 

湖北省は農業地帯 
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一方、湖北省というのは中国全土の中でも有数の農業地帯です。後ほど農村部でこの封鎖の元で

何が起こっているのかをお話ししますが、この間、特に農村部で顕著だった絶対的貧困の撲滅を目

指すのが中国政府の一大運動になっていました。昨年、湖北省で最後の 1人が絶対的貧困を抜け出

したという報告がなされました。 

 

 

 
 

武漢の郊外に行くと、これは私が撮った写真ですが、農家の裏庭でアヒルの皮をむいているとこ

ろです。これは水稲栽培とザリガニの養殖を兼ねた田んぼです。この地域は最近所得が増大してい

るのですが、その一因が上の写真のザリガニです。昔、日本軍が持ち込んだといううわさですが、

最初は稲に食害をもたらす害虫という扱いでした。そのうち、それも水稲栽培と矛盾しない方法を

見つけだして一大養殖地として地域の農家に高額の所得をもたらしています。――これは日本でも
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やるといいと思いますが――稲の生育にとってもザリガニの養殖にとっても双方に利益がある方

法で、いわば一挙両得です。道路が閉鎖される中で、農家は餌を運べなくなったり、肥料を運べな

くなったりしたんですが、ザリガニは農閑期の稲穂が枯れたものが水の中に沈んだものを餌にして

いるんですね。ですから餌を新たにやる必要がないので、ザリガニ達も生き残ったと思います。し

かし、春節がなくなってしまったので、売り先がなくなったという被害が今出ています。 

 

武漢大学の研究仲間 

 

これからご報告する資料を送ってくれている研究者仲間がいる武漢大学のご紹介をしたいと思

います。国立武漢大学は国家重点大学の一つとなっていまして、政府のシンクタンクとしての役割

も果たしています。ですので、ちょっとうらやましいと思うところもあるんですが、自分たちが発

表したことがそのまま政策に反映される場合が非常に多い。かなり批判的な分析もありますが、そ

れも含めてかなり大きく取り入れられています。学生数は大学院生も含めて大体 7万人余り、専任

教員は 3700名余りという巨大な大学です。 

上の方は私が 11 月に行った時に撮影したコロナ以前の風景です。下の方は馮先生によるコロナ

で封された大学の写真です。上の写真ではたくさんの人がいますが、2 月 9 日に大学は閉鎖され、

それ以降、キャンパス内はひっそりとしています。それでも大学の中に残っている人たちのためだ

けに大学食堂が開いています。緊急時の炊き出しも学食を開けて対応する、それも見習いたいです

ね。 

 

 
 

 

報告の概要 

 

まず、第一の論点は、封鎖の中で、生活必需品の購入はどういう風にしたのか、ということです。

もちろん外出制限が課せられているわけで、それも徐々に徐々に厳しくなっていきます。その中で

どのような購入方法を採ったのか。このことについて１で説明します。 

そのなかでは、実は中国の人も知らないのですが、私たちがかつて経験したことのある行動（共

同購入）がこの中に含まれています。それはおそらく災害時になったら私たちはもう一度――いま

まさに災害時ですが――こうした購入方法をこうした購入方法を考えてみる必要があるのではな

いか、と思うことがありますので，それは（３）で紹介します。 

その後、２で主として写真で紹介させていただくのが、コミュニティというものの機能とボラン
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ティア活動が実際どのように行われたか、ということです。結局武漢市の生活を封鎖のなかで支え

たのは何だったのか、これも今の私たちのセルフ・アイソレーションの社会の中で、学ぶべきこと

があると思います。３でお話しする医療崩壊とをどのように食い止めようとしたのか、これもまた

お話ししたいところです。 

４番目として、ご紹介する武漢大学構内の社区（コミュニティ）におけるボランティア活動がな

ぜうまく機能したのか。これは一つの大学の中の社区(コミュニティ）であるという、いわゆる同

質性の高い空間の中にあったという好条件があるという意味で、このような大学内の社区の特性ゆ

えとも言えるのですが、それからもうひとつは中央政府の絶対的権限のもとに号令一下、中国全土

から医療関係者やコミュニティに入って活動する共産党員を集めるなど、マンパワーを惜しげも無

く武漢に投入できたことによる成功という側面です。 

それから５番目として農村地域では何が起こっているのか。この点は私が調べている限りでは、

あまり日本では報道されていません。朝日新聞のデジタル版の中で、一つだけ、医療にアクセスで

きなかったという問題点に特化した記事が大きく扱われてはいますが。特に農業の生産基盤にどの

ような影響があったのかについて、やはり私たちが学ぶべきところがあると思っています。 

６番目は封鎖が解除されてから防疫体制がどうなっているのか、です。 

 

外出制限の推移 

 

さて、外出制限ですが、最初のころは外出できていたんですね。ですからみんなスーパーマーケ

ットに押し寄せました。実はその中で感染が拡大していったということで、スーパーが閉鎖される

ということになっていきます。それで最初は３日に一度外出できるようになっていましたが、その

後徐々に感染が拡大して深刻度が増していくに従って、最後にはボランティア以外の一切の外出が

できない、しかもそれはコミュニティの空間だけではなくて、自分のアパートから出てはいけない

というところまで厳しさが増したそうです。 

社区のゲートにはチェック所が置かれていまして、コミュニティの共産党の一番下部の責任者や

ボランティアの人たちが住民の出入りを厳しく規制しました。通行許可証を持っているもの以外は

通れないようになりました。薬屋さんもスーパーも、最後には一般人に対してはすべて閉じられて、

ボランティア以外は利用を許されなくなりました。 

こちらは馮先生作成の政府通達の内容です。これから何とか翻訳していこうと思っていますが、

どういう段階があったのかということが示されています。段階は１から８までありますが、8 段階

というのが一番厳しい交通制限です。1 から順々に厳しさが拡大していって、最後の 8 段階まで到

達したのが武漢のピーク時の様子です。（表 3は次頁掲載） 

 

スーパーの閉鎖後の生活必需品の購入は共同購入 

 

 生活必需品の購入ですが、どうしてスーパーが閉鎖されたかというと、こういうことです。最初

物流が止まる、つまり春節の前の朝 10 時に交通が全部遮断されるんですね。そのまま物流が全部

遮断されるという噂が広まって、わぁとみんながスーパーに行って買占めが行われたそうです。棚

からすべてのものがなくなって、パニック状態になりました。怒号が飛び交って、その中で 3密が

起こって感染が拡大していったという問題が起きました。それで政府は自由な購買行動を禁止する

ことになります。当初はほとんどの人が 3 日に一回しか出てはいけないということだったので、3

日に一回は買えるようになっていましたし、早期に物流は回復していたんですが、その後ボランテ

ィア以外の入店制限を課し、共同購入を推進することになります。 

共同購入は 30 人以上集まったグループにのみ適用されるという規制が加えられます。で、共同

購入で届いた物については、ゲートのところでボランティアが、あるいは地区の共産党員が全部引

き受けて、それを仕分けして、そこに住民が取りに来るという、不自由な購買活動が始まることに

なります。 

買い物は、結局コミュニティ単位、あるいはマンションに住んでいる人もいますので、マンショ

ンごと、あるいは民間のスーパーが組織したりして共同購入をするグループを作っていきます。社

区に――コミュニティやマンションに届くと、それを引き受けたボランティアや共産党員や不動産

管理会社がウィーチャットというラインと同じようもので一斉に知らせるんですね。そうすると皆、
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アパートから出て注文品を取りに来ます。 

ただし、野菜の購入については、セットになります。ですから自分の好みだけで選択することは

事実上不可能です。ただ、大学構内については、スーパーがありまして、スーパーといいましても

巷の八百屋さん風の感じですが、そこではいろいろな単品購入ができたそうです。 

高齢者は SNS を使わないのだからどうするの、と聞いたら、ボランティアが電話で連絡すること

になっているとの答えでした。 

 

 
 

 

共同購入の再評価が必要 

 

実は、この共同購入は非常に不自由だということで、日本のマスコミの中では武漢市民の声とし

て、自由な購買ができなくて非常にストレスがたまったということがさかんに報道されるんですが、

いま日本では、各自が個別でどんどん宅配を頼むようになってるので、ヤマトとか佐川急便とか宅
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配労働者への過剰な負荷が問題となっています。配達員は、1 日２００件も荷物を運ぶとの話もあ

りますが、そうすると感染リスクが高まるということで、これも問題となっています。 

このことを考えると、３０人単位でグループで共同購入しなさいと言うのは、結局一回ごとの配

達リスクも抑えられるし、一回の輸送でたくさんの配送が行われますから、個別に配送するより無

駄な車が走らなくてすみます。したがって、運転手も、それからスーパーの人たちも感染リスクが

それだけ抑えられるということにもなるのではないか。この辺りは不自由さと感染リスクとのバラ

ンスを考えた時に、こういった緊急時の一つの解決策として考えなければいけないことだと思いま

す。 

考えてみれば、これと同じことを私たちは昔の生協活動の中でやっていたんですね。まだ専業主

婦という方たちがたくさんいた７０年代、８０年代初めまでは生協というのは共同購入が主だった

わけです。その中で協同組合活動というものへの認識も高まったし、共同購入することによって一

回当たりの宅配の手間も省けたわけですね。これを私たちはもう一度考えてみる必要があるのかも

しれないと思います。 

ただ中国では、生活協同組合はありませんので、馮先生にも、「生協と同じだね」と言ったら、「生

協って何？」と言うから、「あなた東大にいたでしょ。」と言うと「ああ、あれが生協というのか」

と言ってましたから、この時の共同購入のシステムは生協のシステムにそっくりだという認識も私

たちだから思い当たることでもあります。 

 

多様に展開されたボランティア活動 

 

それから武漢の封鎖時に、こうしたボランティア募集が盛んに行われましたが、その裏には、や

はり中国がこの間高度経済成長の中で、一方で経済的には「選択と集中」という極めて新自由主義

的な政策をとっていることも影響しています。底辺では、公務労働がやはり不足していることに加

え、高齢者の独居世帯が非常に多くなって、家族機能が消失している。そういう問題があって、日

常生活の維持のためには中国政府は結局ボランティアを募集せざるを得なかった。今の中国の非常

にテレビでは「あんなにボランティアが集まって凄い」という話を中国政府はするんですけど、実

際には、それなしにはコミュニティの機能や家族機能を維持することができない状態になっていた

というのが本当のところだろうと言われています。 

馮先生はボランティア活動に加わって毎日忙しくしていましたが、その時の経験をこのように語

っています。 

実は２月中旬までは生活機能の維持のためのボランティアの募集はなかったんだと。で、ボラン

ティアの主たる仕事としても、きわめて重要な病院に関するものだったと。感染者を医療機関に移

送するためのドライバーとか、それから当初、医療崩壊寸前の状態に追い込まれ、病床を整備して

いくわけですね。例の火神山病院――１０日で建てられたとか、７日で建てられたとか、あの急ご

しらえのすごい病院を建てたときの病床の設営の手伝いとか。それからコンベンションセンターと

かが臨時病院になっていくわけですが、そこでの世話の方が多かったようです。で、２月中旬以降

は、普通の人はマンションを離れることができないほど厳しくなったので、これ以降ボランティア

の募集が行われました。ボランティアの人たちの名前は「党員突撃隊」というんだそうです。勇ま

しい名前なんですが、これは通常コミュニティの様々なお世話をする共産党員の人たちの通常の名

称だそうです。この「党員突撃隊」の中に、馮先生も参加します。で、末端の地区の共産党員も他

の地域から武漢に入って来てコミュニティの世話をするということになります。 

さて、このボランティアなんですが、中国青年網に次のような記事がありました。「武漢市のボ

ランティアは３月までに５万人を超えており、新たに募集を行ったところ１０時間で１万人以上が

応募した。」これは強制ではなくて、学部ごとにこれだけの人数を是非に、とくるそうですが、応

募しなくていいそうなんですが、やはり一人で隔離されているよりやった方が元気が出ますよね。

それから社区の外にも出られますね。 

それから運転ボランティアです。日本ではこういう人たちがいなくて、今病院から帰る時に公共

交通機関を使う病院関係者が多くて大変だという話がありました。武漢では公共交通機関がすべて

ストップしていますので、その人たちを送り迎えする私的なドライバーをボランティアでやる人た

ちがたくさん出ました。 
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ボランティア活動と社区（コミュニティ）の役割 

 

湖北省の健康衛生委員会という地方政府の諮問委員会では、コミュニティ（社区）の機能につい

て次のように位置づけています。要は隔離を徹底するなど、コントロール機能を果たせるのはやは

りコミュニティだろうと。出入りの管理だとか、あるいは自分のコミュニティの中で感染者が出て

いるか出ていないか、出ていればすぐに隔離するといったコントロールを行う主体としてコミュニ

ティの重要性を説いています。また、コミュニティの機能に期待されていたのは生活必需品を受け

入れ、分配するという役割です。それは封鎖状態のもとで生活機能を維持するためには必須の役割

でした。 

武漢大学の社会学院、日本で言うところの社会学部ですが、そこでのボランティア募集の内容を

私なりに正確さを持って訳してみると、一人で２，３棟を担当して体温測定の実施に責任を持つ。

住民の生活状況を把握し、独居高齢者・障碍者を訪問し、困窮する住民のための日用品の配達を行

う。それから隊員組織スタッフというのは例の末端の共産党員とかコミュニティのスタッフですが、

これの日常業務を手伝う。これら個人情報がこのようにすべて張り出されています。個人情報保護

というのはこの際あってないような状態です。 

やっていることの一つ目は、全国から届く農畜産物を受け取って分ける作業です。ここに出てく

る写真の中の果物や野菜類はすべて無料で配られるものですが、コミュニティによってはコミュニ

ティの元々の予算を使ってわざわざ買入れて無料で配っているところもあったそうです。 

 

 
 
全国、海外から届いた支援物資。ボランティアたちが仕分けし、袋に詰めていく。 

 

それから武漢大学では先輩たち――これまで何万人卒業しているかわからない。中には大企業主

になっている人もいるわけで、諸外国、国内から寄付を募って無料で配ったりもしたそうです。 

この動画は、ボランティアが袋に詰めた無料の配給分の食料を運んで配っているところですね。

これは全部無料です。イタリアのおじいさんみたいに、上の階のおじいさんが紐をたらして袋を受

け取っている様子が分かります。 

感染発生の前は、高齢者は学生と同じ居住区にいるんですけど、こういう交流というのは、つま

り高齢者とのつながりというのはほとんどなかったそうです。ただ、道で倒れていたら助けてあげ

るとか、物を持ってあげるというのはあったにしても、これほど近接した会話はなかった。そうい

う意味では学生や大学院生にとってもいい経験だったと言っていました。ここにいるのはみんな大

学の先生です。「党員突撃隊」として各戸を訪問している状況です。 

それから独居高齢者専門の無料食料品の配給もありました。独居高齢者がどこに住んでいるのか、

今回、このコロナのために全部情報を集めたそうです。実はそれまでそうした情報把握は不十分だ

ったそうですが、地区の幹部がマンションごとに各戸を訪れて確認したそうです。そういうことが

迅速にできたことに共産党の組織が果たした役割は大きいということでした。 

もう一つ重要な問題は、高齢者の場合にはお薬ですね。持病を抱えていても常備薬も取りに行く

ことができない。武漢大学のボランティア宛にウィーチャットやライン――高齢者のほとんどがこ

れらを使っているというのは凄いと思いますが――で高齢者から「薬がないんでどこそこの内科に

取りに行って」と連絡が入るとボランティアは「わかりました」と言って取りに行き、支払いは高



 9 

齢者もウィーチャットのペイでやるんだそうです。 

 

 
 
ボランティアが毎日各戸をまわり健康状態や困りごとなどを聞いてまわる。 

 

 
 
届いた共同購入の品物を分けて袋に詰める。間違いがないかどうかチェック。後ろのバスは武漢大学の小型

バス。この時は品物の輸送に使われた。 

 

もう一つは共同購入の時の配送手段を示した写真です。４月の写真ですが、武漢大学のバス――

下の右側に写真があります――や市バス――真ん中の写真です――、こういうものを宅配にくまな

く使っています。この辺りは国の、あるいは地方政府のある意味強権的な指示がないとできないか

もしれません。 
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そして、これが携帯上の実際の注文画面だそうです。すでに注文し終えた人数が画面上では９３

人となっています。このグループは恐らく９３人か１００人以上いるのかもしれません。３０人を

超えたグループでないとなかなか配達をしてくれません。決まった種類の中からしか選ぶことがで

きないのですが、比較的いい感じのお肉の料理なんかも缶詰めになって、あるいは袋詰めになって

表示されています。 

 

 
 
 スーパーから送られてくるメニュー      購入者は 30名以上でグループを作る。 

 

当然もめ事もある 

 

馮先生によると、武漢大学の社区ではなかったそうですが、他の地域の社区ではボランティアを

悩ませる出来事も当然ながら起こっていたそうです。仕事の内容も量も多いのですが、彼らには病

床などの資源配分を行う権限はありません。にもかかわらず、具合が悪いのに入院できないのをな

んとかして欲しいと住民が役員に当たる事例が他の社区で結構報告されているという話を伺いま

した。中には生理用品を頼まれたので、男性のボランティアの人が、恥ずかしいと言いながら買っ

て帰ってきたら「これは私が使っているブランドとは違う」と言われて投げつけられたという事例

もちゃんとした報告書になって上がってきていると言っていましたから、みんなストレスを抱えた

状態の中でボランティア活動をしていたということです。 

 

閉鎖下の武漢での教訓 

 

この封鎖下の武漢市の生活を支えていたものは何かということです。一つはやはり必需品の供給

体制を構築していくことが至上命題だったわけです。ですから、すでにコロナ以前に拡がっていた

スーパーの物流が活かされていますが、末端の宅配への負荷を軽減するのに役立ったのが、やはり

共同購入、ボランティアの組織化だったと言われています。 

もう一つは、人間同士のつながりが絶たれるわけですが、そこには学生や先生たちをはじめとす

る比較的若い世代が、住民の健康管理を戸別訪問によって行うわけですね。そこで精神状態や家族

関係を含めて観察して相談に乗ると。今もそうですが、昔の日本の佐久病院で行なわれていたよう

な訪問介護と同じようなものかもしれません。 

そうやってボランティアに参加した人たち自身も自分の精神的安定を図っていくことができた

ということもまた非常に大きな効果だということが今言われています。 
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それからこれは国単位ですが、不満や要望に対してどう応えていくのか。中国の対応には学ぶべ

きところがあると私は思います。というのは、時系列で見ますと、比較的早期に、まず専門家チー

ム（日本で言えば尾身副座長）が、現場である病院に早期に視察に入っています。チーム長は鐘南

山さんといって、ＳＡＲＳが流行った時に情報を隠蔽しようとした政府に楯突いて、どんどん自分

の病院に重症患者を入れて、早くにＳＡＲＳという名前を付けて、これは恐ろしいものだという情

報をどんどん流したので、ＳＡＲＳのヒーローと言われている人です。この人がチームのチーフで

す。尾身さんとはだいぶ違うような気がします。そういう人たちが真っ先に病院に入っていって、

まずその病院でニーズをくみ上げて、最初は混乱して医療崩壊寸前まで落ち込んでいった武漢の感

染対応をどんどん他の病院を作ることで変えていくわけですね。武漢の感染拡大阻止の活動が機能

した理由というのは、圧倒的な物量とマンパワーが武漢市内に投入されたということです。それか

ら鐘南山たちをはじめとする専門家チームが大きく関与しているということもまた重要な要素だ

ったと言われています。 

 

中国全土からの支援 

 

それから、中国全土の医療関係者の１割が、このとき湖北省、特に武漢に投入されています。そ

の分他のところでは手薄になったという批判はあるんですが、当初の初動の遅れからすると、１月、

２月に入ってからの動きの速さというのは大したものだと思いました。 

もう一つはですね、副首相もこの後現地に入っているんですね。首相も入って副主席まで入って

いるのに、何で習近平が来ないのか、ということが、最後に彼が行った顛末です。日本で言えば麻

生さんが入ったとか、入っても役に立つかどうかわかりませんが、そういった人たちが現地に入っ

ていったということは大きかったと思います。 

それから武漢市や湖北省の党委員会書記を途中で更迭しますね。早々とした末端での対策を打て

なかったということで、情報隠匿も含めて処分したというのもまた、国民や市民たちの圧倒的な支

持を得ました。 

 

モバイル革命とスマホの普及 

 

それから技術的な問題です。携帯の普及度、ＩＴ技術の一般的浸透度が世界の中でも有数で、日

本をはるかに超えているわけです。私が武漢で実際に経験したことですが、とても驚いたのは、お

金を下さいとやっているおじいさんやおばあさんが首からＱＲコードを下げているんですね。私は

このＱＲコードはお金をせびってもいいよという武漢市の証明書ですか、ときいたら、そういうわ

けではなく、それに携帯をかざすといくばくかの寄付が行えるというコードですと言うんです。道

端で野菜を売っている人も全部そのコードで支払いを受けます。このような IT は今回の封鎖の中

で日用品や決済にも使われましたし、検温や体調管理にもそのまま使われていたということも、２

００３年のＳＡＲＳの時よりも状況がかなり違っていました。今、日本ではそこまでいっていませ

んので、そういう意味での技術的な問題、限界を私たちは抱えてると言えるでしょう。 

 

ＳＡＲＳの教訓を生かした医療体制 

 

もう一つ、これはなかなか報道されていないのですが、私たちがちゃんと見ないといけないのは、

全国一斉の特別緊急措置が執られ、医療崩壊を食い止めて感染者以外の患者をどう守るのか、感染

を拡大させないためにはどうするのか、ということをＳＡＲＳからかなり中国政府は学んでいたと

いうことです。感染拡大阻止のための強力な指示とセットになって、実は中国では医療費はすべて

無料という方針が打ち出されていました。これはまず医療費の不安を払しょくすることで、感染者

を取りこぼさない。もう一つは省をまたいで移動しないように、省ごとの政策にせず、全国統一の

方針にするということを心がけたそうです。 

 

武漢大学コミュニティの特殊性 

 

それから、これは武漢大学のコミュニティの独自の性格かもしれませんが、武漢大学のコミュニ
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ティというのは、コミュニティとしては極めて有効というか、機能しやすい状態に置かれていまし

た。組織されているボランティアのメンバーも同じ大学人ですから同質性が高い人たちです。その

ためコミュニケーションがとりやすかったというのがあるだろう。その意味ではこれがそのままほ

かの居住区に当てはまったかというと、そこは限界があるだろうということでした。 

また、今回のこのボランティア活動の全国的展開の結果、かなりコミュニティ内の関係性が良く

なったというのは、いろいろな社区から上がってきているとのことでした。 

 

残された問題 

 

ただし課題があります。それは市内在住者の場合には何とかなるんですが、市内からちょっと出

たところではコミュニティのメンバー数が３０人を超えないところもあるんです。そういうところ

には物資がいきわたらないし、注文もできないということで、無料の食料配達に頼るしかないとい

う状態になったところもあったそうです。 

また公務の分野および医療分野における人的・物質的不足などが当初から指摘されていました。

これはやはり基層ガバナンス、つまりファンダメンタルなところがかなり削減されていた、あるい

は足りなかったという政府の問題を露呈させたものであるということです。 

もう一つは、今の中国では、家族というところからコミュニティに家族が担っていた機能が移行

される段階にあって、それを十分に踏まえた国家的政策がとりきれていなかったという評価もされ

ています。 

 

農村の事情 

 

最後に農村地域の問題ですが、封鎖直前でもこの地域は脱貧困政策の重点地域だったぐらいに、

貧困という問題が大きく取り上げられる地域でもありました。したがって、医療設備も足りない。

それから家族単位で経営している人たちが比較的多くて、大規模農業が進められる中で、収入がか

なり落ち込んでいる人たちも傍らにいたということです。今回のコロナでそこに対して負荷がかか

ったと言われています。ただし、生活という面ではそれほど困らないわけです。一つは自給できる

生産地がありますので、食べ物には困らないわけです。それからいくら閉鎖されていても都市空間

と違って、自分の家が大きいので、家と庭で大体事が済む。携帯を利用している人も多くて、そう

いう人たちは異なる形で生活を再構築できたという面で、農村というものがあるという重要性が今

回再認識されたと言われています。 

ただ、問題なのは、封鎖によって流通が遮断されていたので、農業資材価格が高騰したそうです。

それから市場へのアクセスが途絶えた上に、全国から救援物資が入ってきたんですね。政府が貯蔵

している備蓄食料、主に豚肉ですけど、これも大量に持ち込まれることになりました。それは無料

でしか手に入れられない貧困層を大きく助けることにはなりましたし、感染拡大をとどめることに

はなりましたが、同時にこの地域で生産しているものの市場が奪われたということにもなります。

しかし、これに対する経済的支援というものがほぼ行われないという状態で、壊滅的打撃を受けて

いる人たちもいます。これらの情報はコロナ禍の最中に農村の調査を行なって発表している研究者

の報告に依っています。このたいへんな最中、３月に農村をちゃんと調査して報告をまとめている

研究者がいたこと、それもまたすごいことだと思いました。 

 

封鎖解除後のことを少し 

 

封鎖が解除されたというのが４月８日です。封鎖が解除されたと後、今どうなっているかという

と、トレースの徹底と感染封じ込めです。健康チェックが義務化されていて、健康パスポートが携

行義務となっています。これは実際に馮先生の携帯に届いたものですが、毎日必ず自分の健康状態

をチェックして記入し、すべての行動の追跡(トレース)も行われています。もし先生が感染者のい

た棟に住んでいたり、感染者のそばを通りかかったというと、この緑の印が赤になるそうです。そ

うするとどこにも出られなくなり、そこから隔離が始まったり、ＰＣＲ検査を受けることになりま

す。ＱＲコードが至る所においてありまして、店に入るにもスーパーに入るにも、公共交通機関を

使うにも、すべてＱＲコードにアクセスしないといけません。 
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それから、武漢市はつい先ごろ、全市民に対する抗体検査を行うということをアナウンスしてい

まして、こういう名前を入れなさいというものが送られてきたそうです。これは全市民検査の準備

だと言われています。 

 

封鎖解除後の防疫体制 

健康コードの義務付け（毎日記入して送信） 

 

 

 
 

 

 

私たちにとっての今後の課題 

 

というわけで、ここまでのところで私たちは何をとりいれていくのか、何を考察していくべきか

というと、まず一つは自由の制限と感染を押さえるということの対立点をどう考えるのか。それか

ら個人情報の保護という問題と感染のトレースの間の対立点をどう考えるのか。さらに今回の中国

の事例からわかるように、パンデミックの中でコミュニティの機能を維持していくためには、平常

時に余剰と考えられているようなファンダメンタルズ、圧倒的な資源を取っておかないといけない

わけですが、それをするのに資本主義でうまくいくのか。もっと言うと新自由主義の中で失われて

きたものなので、それをこれからどうしていくのか。ということをこれから考えていかねばならな

いのです。 

それから４と５（社区と農村）については食糧生産の危機とも関連する内容です。今後、自給率

をどう高めていくのか、農村の生産をどう保護するのか、というところに関心を向ける必要がある

と思います。 

 

質疑応答(要約） 

 

Ｑ１：新自由主義で失われたものを具体的に教えてください。 

 

Ａ１：新自由主義では「選択と集中」のもとで資本が公的な部分に担われていたものを包摂してい

くわけです。日本でも中国でも経済発展の中で「選択と集中」をすすめ、余剰と考えられているも

の、たとえば価値を生まないもの＝医療・福祉・教育という資源が削られていく。ドイツでは病床

を半分に削減するという計画を出していたが、その前にコロナとなり、削減以前の病床数がコロナ
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での死亡数を抑える大きな要因だったのは良く知られています。一方イタリアでは病院数・病床数

をどんどん削減したために、大変なことになりました。 

日本でも緊急感染病棟を削減しているので、そのため医療崩壊寸前になっています。 

 

Ｑ２：一つ目はモノの生産と流通の観点でボランティアの活動が日本においても役立つのかどうか。

二つ目はコロナの治療にＨＩＶの薬が有効だという知識が医療関係者にあったかどうか。三つめは、

今回の物流の動きは『資本論』の１巻、２巻からの観点からどう感じられたか、資本主義を超える

新しい動きなのか、その場限りの対応だったのか、ということです。 

 

Ａ２：専門家ではないので感染治療に関する回答はできません。それ以外ですが、ＳＡＲＳの経験

を持っている人たちが医療現場にいて、ＳＡＲＳに似ているということに気づいた人のいる医療機

関では関係者の院内感染が起こっていないという事例報告があります。年配の医師が防護服、マス

ク、消毒の徹底を指示して、その科では感染がまったく起きなかったそうです。ただＳＡＲＳの経

験を学んだ政府が後手に回ったということ、習近平の統制力が強すぎて武漢市、湖北省政府が指示

待ち状態になっていたところで、初期のころ捨て置かれていたそうです。四川大地震の経験のある

四川省の医療チームが応援に来て、地方政府にいろいろ主張したことによって状況が変化したよう

です。 

三番目の質問ですが、おそらく対症療法に近いものだったと思います。政府は当初スーパーだけ

でやっていけると思ったのです。人と人との感染が明らかになって、感染拡大に伴って、ボランテ

ィアを募ることになる。ボランティアの国家への忠誠心を高めることにもなった。彼らをヒーロー

扱いすることでニュースを収斂させる効果があった。もうけを考慮するような余裕はなかったと思

う。 

地方では老人ホームや保育園などは共同体単位で増えてきている。都市部でも今回のボランティ

ア活動をもっと確実にするような動きが出ていると武漢の先生たちが言っています。 

 

Ｑ３：コミュニティ機能と個人情報の保護との関係について 

 

Ａ３：コミュニティ機能を高めるために必要なものは個人情報です。そのため、このような緊急事

態においてはある程度個人情報の保護を外すことも考えなければならないと思います。ただし、政

府に悪用されないような檻が必要だと思います。檻とは、そのような事態以外には政府には利用さ

せないとか、感染者のトレースや助けることをやりなさい、とかいうことです。 

 

 

編集後記 

 

境 毅 Eメール sakatake2000@yahoo.co.jp 

 

 今回は、私も会員になっている社会主義理論学会の大西広さんから連絡があり、武漢の報告でし

たのでウエブ研究会に参加しました。新型コロナによる死者は全世界で約 35万人を数えています。

この死者たちの死を無駄にしないためには、ブルーノ・ラトゥールのアクターネットワーク理論が

唱える、モノや非人間も含めたネットワークの動きを記述し、教訓をくみ取ることです。 

 この観点からすれば、今回の武漢の報告は、まさにコロナという非人間と関わる武漢市民の生活

世界の詳細について満たされています。そしてこの報告は、たまたま昨年 11 月に開始した、姉歯

さんたち日中両国の研究者による武漢近郊の農村調査の関係者たちが、武漢市の封鎖という緊急事

態下での継続的調査の遂行という、極めてまれなチャンスが生かされたケースでした。私はこの報

告を聞いてすぐ文字起こしし、私が属する生活クラブ京都エル・コープの『協同組合運動研究会報』

に掲載することを考えました。姉歯さんと連絡が取れ文字起こしデータを校閲してもらい、ここに

収録することができました。 

 政治家は、つい新型コロナとの戦いとか戦争とか言いたがります。そのせいで感染者に対する差

別や非難が SNSで見られます。しかし、これは戦いや戦争ではありません。従来型の生活に依存し

て、非人間である新型コロナが主体として登場し、感染を拡大していったのであり、人々は生活を
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変化させることで感染を予防することを迫られました。この、余儀なくされた生活の変動で、たく

さんの非日常的な経験を積むことができたはずです。それにいかに学んでいくか、これがウイルス

との共生を図る道でしょう。そのために役立つことを願って作成しました。 

 なお、広く知ってほしいと考え、図をたくさん入れた、報告のウエブ版の発行を報告者の姉歯さ

んに要請し、このウエブ報告となりました。感想など寄せてくだされば幸いです。 

 

 5 月 16 日のウエブ研究会のすべての文書が基礎経済科学研 HP に掲載されています。ぜひ訪問し

てみてください。当日報告の動画もあります。 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1h-RlqECko1duMFRKjMU3EtI1aQaRWD9Q 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1h-RlqECko1duMFRKjMU3EtI1aQaRWD9Q

	 基礎研東京支部ウエブ研究会報告

