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はじめに 2019年末に中華人民共和国湖北省武漢市で初報告された新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）はわずか数か月で世界的に拡大し，欧州でも多くの感染者を出した。本稿はオ

ランダにおける2020年 7 月末までの感染拡大とその対応についてまとめ，新興感染症による公

衆衛生の海外での体験を一例として共有することを目的とした。

疫学 2020年 2 月27日に初めての新型コロナウイルス感染症患者が確認されてから感染が急拡大

し，第一波は新規感染者・死亡者ともに 4 月10日ごろにピーク（日別新規感染者1,395人，日

本の人口換算で約10,000人）を迎えた。その後，感染拡大は収束したが 5 月31日時点で感染者

46,422人，入院患者11,735人，死亡者5,956人が累計で報告された。死亡のほとんどが60歳以上

で発生し，男性は8084歳で，女性は8589歳でそれぞれピークとなっていた。地理的な広がり

としてはアムステルダム・ロッテルダムといった都市圏での感染者は相対的に少なく，南部の

北ブラバント州・リンブルフ州で多かった。

オランダ政府の対応 オランダ政府の対策の特徴は， 初の感染者の確認からわずか 2 週間で全国

的な都市封鎖に追い込まれたこと，比較的緩やかな都市封鎖措置と行動制限を実施したこと，

社会・経済活動の再開までに約 3 か月を要したことが挙げられる。2020年 3 月12日から段階的

に全国的な対策を施行し，3 月下旬にルッテ首相がインテリジェント・ロックダウン（Intelli-

gent Lockdown）と呼ぶオランダ式の新型コロナウイルス感染防止対策が形成された。5 月中

旬以降，子どもに対する規制が緩和されたが対策措置の多くは 6 月中旬まで続き，段階的な緩

和をもって社会・経済活動が再開，7 月 1 日にほぼすべての規制が解除された。それ以降，在

宅勤務の推奨，1.5メートルの社会的距離を取ることや公共交通機関でのマスク着用義務化な

ど新しい日常への模索が続いている。

おわりに オランダにおける感染拡大防止策は多様性と寛容に裏打ちされたオランダの国民性を体

現したものだったが，感染者数および死亡者数は日本より深刻な状況であった。健康危機管理

に関する他国の政策の評価には公衆衛生や医療資源の評価とともに，その背景にある社会の特

徴を考慮することが重要である。
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 は じ め に

2019年末に中華人民共和国湖北省武漢市で初報告

された新型コロナウイルス感染症（COVID-19:

coronavirus disease 2019）はわずか数か月で世界的

に流行が拡大し，2020年 3 月11日に世界保健機関

（World Health Organization, WHO）がパンデミッ

クを宣言した1)。欧州各国での感染拡大に伴ってオ

ランダでも 2 月末に 初の感染者が確認された後，

感染者の増加が続き 3 月中旬から経済・行動制限や

国境管理強化措置などが施行された。筆者は2019年

4 月から日本学術振興会海外特別研究員（JSPS

Overseas Research Fellow）としてオランダのロッテ
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ルダムにあるエラスムス大学医療センター（Eras-

mus University Medical Center）で社会疫学の研究

を行っており2)，これらの対策により所属先の研究

室への立ち入りが禁じられ在宅勤務となり，スー

パーマーケットや薬局，家電量販店など 小限の産

業しか営業が行われない生活環境を経験した。ま

た，同時期に日本への一時帰国を計画していたた

め，日本と欧州連合（European Union, EU）双方

の渡航制限措置について海外安全情報や検疫体制を

情報収集し，感染拡大対策に関する当局の動きをリ

アルタイムで体感した。

オランダの新型コロナウイルス感染拡大と対策の

特徴は(1) 初の感染者の確認からわずか 2 週間で

全国的な都市封鎖に追い込まれたこと，(2) 強い権

限で国民の生活を制限することに消極的で比較的緩

やかな都市封鎖措置と行動制限（インテリジェン

ト・ロックダウン）が実施されたこと，(3) アムス

テルダム・ロッテルダムといった都市圏での感染者

は相対的に少なく，南部（ベルギー寄り）の北ブラ

バント州・リンブルフ州で多かったこと3)，(4) 第

一波の収束までに約 3 か月を要したことが挙げられ

る。本稿はオランダにおける新型コロナウイルス感

染症（COVID-19）の感染拡大とその対応について

時系列でまとめ，さらに日本との相違点を考察する

ことを通じて，新興感染症による公衆衛生および健

康危機管理の海外での体験を一例として共有するこ

とを目的とした。なお本稿は2020年 7 月末までの情

報をもとに執筆している。

 感染拡大前と最初の感染者の確認

2020年 1 月下旬以降，中華人民共和国湖北省武漢

市で都市封鎖などの厳しい感染拡大防止策が実施さ

れたことは報じられていたが，オランダでは国内に

おける感染者の発生まで新型コロナウイルス感染症

への関心はそれほど高くなかった。在オランダ日本

国大使館は 1 月24日に「新型コロナウイルスついて」

との注意喚起を在留邦人向けに発出し，オランダに

おいて新型コロナウイルス感染症の発生への警戒と

手洗い，うがい等を（オランダ政府に先駆けて）呼

びかけていた4)。

2 月に入ると感染者クラスターが発生し横浜に入

港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」，

日本に入港を拒否されカンボジアへ向かったオラン

ダ船籍のクルーズ船「ウエステルダム号」のニュー

スはオランダ国内でも高い関心をもって報じられて

いた。その一方で，ベルギー，ドイツ，フランスな

ど周辺国で 2 月上旬に感染者が確認されていたもの

のオランダ国内では旅行者も含めて感染者は確認さ

れておらず，オランダ国立公衆衛生環境研究所

（Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

RIVM）などの保健当局が感染症情報として提供す

るのみで社会的な脅威とはみなされていなかった。

したがって 2 月中に予定されていたコンサート，ス

ポーツイベント（サッカー国内リーグ・国際テニス

大会・国際フィギュアスケート大会など）やカーニ

バル（謝肉祭）は制限なく予定通り開催され多くの

観衆を集めていた。とくに 2 月下旬に行われたカー

ニバルは伝統的にオランダ南東部で盛んであり，感

染が広がった地域（後述）と一致することと，感染

拡大初期の感染者がカーニバルに参加していたこと

などから感染拡大の一因となったとの指摘がある5)。

2 月27日木曜日，南部の北ブラバント州ティルブ

ルグでオランダ国内 初の感染者（イタリアのロン

バルディア州を訪れていた男性）が確認された。ま

た，翌日にもロンバルディア州を訪れていた女性の

感染が確認されている（1 例目の男性とは接触な

し）。オランダの主要メディアは感染者の入院先の

病院の玄関の写真を掲載し“Corona is heir”（コロ

ナ患者はここにいる）との見出しを掲げるなどセン

セーショナルに報道した。この時点（2 月末時点）

では，オランダは入国制限措置をとっていなかった

ものの，イタリア北部，中国，韓国，シンガポー

ル，イランからの渡航者で風邪などの症状がある場

合は自宅待機を勧めるなど特定のハイリスク地域か

らの感染の伝播に警戒していた。 初の感染者の確

認からの感染拡大とその対応の経過を表 1 に示す。

在オランダ日本国大使館は 2 月28日に「オランダ

で初めての新型コロナウイルス感染者の確認」との

情報提供を邦人向けに発出し，その時点において日

本からの渡航者に対する入国拒否，隔離措置等は行

われていないことを周知した（写真 1)6)。その後も

在オランダ日本国大使館はオランダ政府の対応や入

国制限措置，日本への帰国のためのフライト情報な

ど邦人保護に関する情報を逐次発出していた。

 感染の拡大

オランダ国内初の感染確認から 1 週間（2020年 3

月 6 日時点）で感染者数は100人超となり死亡者 1

人が確認された。なお，オランダの人口は約1,700

万人（日本の 7 分の 1 程度）のため7)，オランダで

の感染者数を 7 倍した値が日本における感染者数規

模の概算となる。同時期の日本の感染者数は400

500人程度（死亡者数 69 人）であり8)，人口比で

換算するとオランダにおける感染者数はわずか 1 週

間で日本の水準を超えた計算となる。3 月 9 日には

ルッテ首相（Mark Rutte2010年10月より首相を
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表 オランダにおける新型コロナウイルス感染症の感染拡大とその対応の経過

2020年 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況とその対応

2 月27日(木) 南部の北ブラバント州でオランダ国内 初の感染者を確認

3 月 6 日(金) 感染者数100人以上，死亡者 1 人となる

3 月 9 日(月) 一般的な衛生対策呼びかけと地域限定（北ブラバント州）の対策措置発表

3 月12日(木) ◯全国的な感染拡大防止対策措置を初めて発表（在宅勤務の推奨，100人以上の会合禁止，公共施

設の閉鎖，スポーツ大会の禁止など）

3 月15日(日) ◯追加対策措置を発表（可能な限りお互いに1.5メートルの社会的距離をとるよう要請，学校の休

校，レストランなどの営業禁止など）

感染者数1,000人以上，死亡者数24人となる

3 月16日(月) ルッテ首相が国民に向けてテレビ演説（首相として47年ぶり）

3 月24日(火) ◯追加対策措置を発表（あらゆる場所において人が集まること禁止，身体的接触を必要とするすべ

ての職務の営業禁止など）

ルッテ首相がオランダにおける一連の感染拡大対策を「インテリジェント・ロックダウン」と命

名

3 月30日(月) 患者数10,000人以上，死亡者数1,000人以上となる

4 月10日(金) 新規感染者数・死亡者数ともにピークに達する（図 1）

4 月21日(火) 感染拡大防止対策措置の延長および緩和について見通しを発表

5 月11日(月) 小学校が再開，身体的接触を必要とするすべての職務の営業が解禁

5 月31日(日) 感染者数46,422人，死亡者数5,956人となる

新規感染者数が低い水準で横ばいの状態に（第一波の収束，図 1）

6 月 1 日(月) 公共交通機関で乗客に非医療用マスクの着用を義務化

感染が疑われる症状がある場合，保健所で検査を受けることが可能に

中・高等学校の再開や映画館，レストランおよび文化施設の再開が許可，制限付きで多くの業種に

ついて段階的に規制緩和が始まる

7 月 1 日(水) 公共交通機関利用の制限が緩和，対策措置のほぼすべての制限が解除

7 月10日(金) 新規感染者数が増加傾向に転じる（図 1）

7 月30日(木) オランダ国内での一律のマスク着用義務付けの見送りを発表

2020年 7 月末までの経過を示した

オランダにおいては◯◯の新型コロナウイルス感染症対策措置が段階的に施行され，◯の段階になった時点で

も制限が厳しい状態となったが欧州の他国で見られた完全なロックダウンを避けたため，インテリジェント・

ロックダウン（一定のルールは設けるが国民の自主性を尊重し個人の判断に委ねること）と呼ばれた
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務め長期政権となっている）が「手洗い，うがい，

咳エチケットなど一般的な衛生対策を励行するとと

もに，握手は控えるよう要請する」と国民に呼びか

けたが，この記者会見の終わりに隣の RIVM 所長

とうっかり握手する様子が国際ニュースとして配信

された9)。この時点では感染拡大が顕著だった南部

の北ブラバント州の住民に向け風邪，せき，発熱等

の症状がある場合は社会的接触を避け学校や職場等

の人が集まる場所にはいかないよう要請が行われて

おり，それ以外の地域の住民にも注意喚起が行われ

ていたものの地域を限定した措置（週末のサッカー

国内リーグの試合の中止など）がとられたのみで

あった。同時期にイタリア北部を中心に実施されて

いた都市封鎖措置（ロックダウン）がイタリア全土

に拡大され経済活動が禁止されるなど欧州各国にお

いてもロックダウンが現実味を帯びてきた。3 月11

日に感染者数500人超となり，死亡者数 5 人と報告

された。

 オランダ政府の対応とインテリジェン

ト・ロックダウン

オランダにおいて全国的な新型コロナウイルス感

染拡大防止対策が発表されたのは2020年 3 月12日木

曜日であった。オランダ政府は国民に在宅勤務の推

奨，100人以上の会合を禁じること，博物館・コン

サートホール・劇場・スポーツクラブ等の公共施設

の閉鎖，スポーツ大会の禁止を発表した。したがっ

て，初めての感染者が報告されてからわずか 2 週間

で，そして特定の地域に限定した対策を発表してか

らわずか数日のうちにオランダ政府はより具体的な

対策を全国に導入せざるえない状況となった。これ

以降，オランダ政府は段階的に対策や規制の範囲を

広げていった。この時点（3 月12日）ではレストラ

ン等の飲食店は営業が可能であった。大学の対面授
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写真 オランダでの初めての新型コロナウイルス感染
症患者の発生を知らせる在オランダ日本国大使
館の邦人向け情報提供メール

（2020年 2 月28日撮影）

写真 他者と1.5メートルの距離をとることを促す表示
（2020年 3 月27日撮影，アムステルダム・スキ
ポール空港）
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業は中止される代わりにオンラインで教育を提供す

ることとされ，キャンパスは原則閉鎖されることと

なったが，小中高の学校は感染のリスクが低いとし

て閉鎖せず，通学できると通知された。ただし，報

道によれば翌日の 3 月13日金曜日には小学校を欠席

する児童が多く，学校によっては半分程度の出席率

で保護者が休ませるケースが相次いだ。休日の 3 月

14日土曜日には全国のスーパーマーケットで買い溜

めが発生し，パスタなどの食品やトイレットペー

パーが棚から消えた映像が報じられた。ただし，ベ

ルギーとの国境は管理が厳しくなるなど物流は滞っ

ていたものの，流通網は過度に混乱せずスーパー

マーケットの品薄状態は 1 週間足らずで解消した。

この週末はバーなどの飲食店は営業を続けており，

ロッテルダム市内のバーも普段通り賑わっていた。

3 月15日日曜日，感染者数1,000人超，死亡者数

24人となった。この日の夕方，オランダ政府は学校

の休校，レストラン・スポーツ施設・サウナ・セッ

クスクラブおよびコーヒーショップ（大麻が吸える

店）などの営業を 4 月 6 日まで禁じる追加措置を発

表した。さらにオランダ国内にいるすべての人々に

対し，買物等の際も含め可能な限りお互いに1.5

メートルの間隔をあけるよう要請を行った（写真

2）。これにより小中高の学校は科学的エビデンスに

よりリスクが低いので閉鎖しないとした方針をわず

か 3 日で撤回し全国で休校措置となった。これに関

して，医療・警察・公共交通機関および消防等に従

事する親の子どもは，親の勤務継続を可能にするた

め学校および託児所での受け入れが無料で手配され

ると発表された。

3 月16日月曜日，ルッテ首相がテレビを通じて国

民に向けて「ウイルスを 大限にコントロールし，

感染者数のピークを抑えて長期間に引き延ばすこと

で大多数の人を軽症に抑え，医療提供体制を維持す

るシナリオを目指す」とスピーチした10)。オランダ

の首相が国民に向けてテレビ演説を行うのは異例

（1973年の石油危機以来）であり，オランダ政府の

危機意識の高さを国民に伝えるものであった。翌 3

月17日火曜日，EU が EU 外から EU およびシェン

ゲン域内（シェンゲン協定に加盟しているヨーロッ

パ諸国間を自由に往来できる区域）への渡航禁止を

決定した。これにより日本国籍者はオランダの居住

許可証を所持している場合を除き，原則としてオラ

ンダおよびヨーロッパ諸国への入域が禁止されるこ

ととなった。この措置は当初は 4 月15日までであっ

たが，感染の世界的な拡大により 1 か月ずつ延長さ

れ，日本に対する入国制限措置は 7 月 1 日に解除さ

れるまで続いた。3 月18日水曜日，オランダ政府

（与党）は隣国のベルギーやフランスと比較して緩

やかな対策を実施していたため，より厳しい封鎖措

置を求める野党の追求を国会で受けていた。この時

にブラインス医療大臣が議場で討論中に演台の前に

おいて極度の過労で卒倒し，職務を遂行できる状態

ではないとして翌日辞任した11)。その週末の 3 月21

日土曜日，この日は天気が良く大量の人が海岸や公

園に繰り出しいわゆる密の状態が各地で見られたた

め問題視され，オランダ政府は慌てて 3 人以上が固

まって行動することを禁じるなどの罰則規定（個人

に対しては 大400ユーロの罰金）を強化した。

3 月23日月曜日，日本政府はすでに発出されてい



280

図 オランダにおける新型コロナウイルス感染症の流行曲線（オランダ国立公衆衛生環境研究所の公表値よ
り作成）
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た欧州各国に対する感染症危険情報のレベルを引き

上げた。これによりオランダは「感染症危険情報レ

ベル 3渡航は止めてください（渡航中止勧告）」

に引き上げられた。したがって，日本とオランダを

含む欧州各国との往来については 3 月下旬時点で双

方で厳しい制限をかけることになった。

3 月24日火曜日，あらゆる場所において人が集ま

ることを 5 月31日まで禁止するとする追加対策措置

を発表した。この時点で身体的接触を必要とするす

べての職務（マッサージや理容・美容室など）の営

業が禁止となった。オランダ政府が 3 月12日から 2

週間の間に段階的に引き上げた制限はこれらの対策

導入で も厳しい段階になり，ルッテ首相がインテ

リジェント・ロックダウン（Intelligent Lockdown

一定のルールは設けるが国民の自主性を尊重し個人

の判断に委ねること）と呼ぶオランダの新型コロナ

ウイルス感染防止対策が形成された。これは換言す

ると完全なロックダウンを避ける形となったが，フ

ランスやイタリアなどと異なり強い権限で国民・住

人の外出等を制限することに消極的だったオランダ

政府からすれば，結果的に移動の制限（不要不急の

公共の交通機関利用の自粛要請など）や経済活動の

停止（レストラン等サービス業の営業停止など）ま

でに踏み込まざるえない状態であった。

3 月30日月曜日，感染者数は10,000人を超え，死

亡者数は1,000人超となった。オランダ政府は 4 月

6 日までとしていた多くの対策措置を 4 月28日まで

延長すると発表した。

 オランダにおける新型コロナウイルス感

染症の疫学

オランダにおける新型コロナウイルス感染症の流

行曲線（新規感染者数および死亡者数）を図 1 に示

す12)。2020年 2 月27日にオランダにおける初めての

感染者が確認されて以降に感染が急拡大し，新規感

染者数は 4 月10日にピーク（日別新規感染者1,395

人，日本の人口換算では約10,000人）を迎えた。流

行の開始や流行曲線の特徴は日本と異なるものの，

オランダにおける第一波の新規感染者のピークのタ

イミングは日本の第一波のピークと一致してい

た8)。その後，感染拡大は収束したが 5 月31日時点

で感染者数46,422人，入院患者数11,735人，死亡者

数5,956人が累計で報告された。6 月以降，新規感

染者数は緩やかな減少か横ばいの傾向となった。7

月中旬以降，再生産数が1.0を超え，感染拡大傾向

に転じた。図 2 に2020年 7 月末までの死亡者の年齢

分布を示す12)。死亡のほとんどが60歳以上で発生

し，男性は8084歳で，女性は8589歳でそれぞれ

ピーク（約700人）となっていた。

図 3 に新型コロナウイルス感染症の入院患者の地

域分布（2020年 5 月末時点の累計）を示す3)。オラ

ンダ全国地図上の右下（南東部）の北ブラバント州，

リンブルフ州で入院患者が多かったことがわかる。

一方で人口が多い地図上の左側（西部）の北ホラン

ト州（アムステルダム），南ホラント州（ロッテル

ダム，デン・ハーグ）の都市部では入院患者数は多

いが人口あたりでは相対的に少なかった。さらに，

オランダ北部では感染があまり広がらなかった。ま
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図 オランダにおける新型コロナウイルス感染症の死亡者の年齢分布（オランダ国立公衆衛生環境研究所の
公表値より作成）

図 オランダにおける新型コロナウイルス感染症の入院患者（人口当たり）の地域分布（出典オランダ国
立公衆衛生環境研究所ウェブページhttps://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/current-infor-
mation. (2020年 5 月31日アクセス可能）
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た，オランダ南部のミンク農場で毛皮用に飼育され

ているミンクから従業員に新型コロナウイルスの感

染が疑われるケースが報告され，動物から人への感

染が認知された世界で初めてのケースである可能性

が指摘されている13)。

オランダにおいて新型コロナウイルス感染症が疑

われる場合，自宅待機が基本となっている。体調が

悪く一般的な風邪の症状がある場合，まず自宅にて

様子をみることが求められ，38°C以上の高熱がある

など症状が強くなった場合のみかかりつけ医に電話

で相談する（直接クリニックを訪問しない）ことが

基本的な受診の手順になっている12)。ただし，実際

には日本と同じように患者の家族や感染者クラス

ター（約半分が家族によるクラスターである）など

濃厚接触者を含め多様な経路で検査，診断に至って

いる。オランダ政府は 5 月に検査数は2021年 2 月頃

に 1 日あたり 大 7 万件を目指し，当面は 6 月中に

1 日あたり 3 万件の実現を目標にすると発表してお

り，徐々の検査能力を増やしていた。6 月以降は感

染が疑われる症状がある場合，近隣の保健所

（Gemeentelijke GezondheidsdienstGGD，市区町

村レベルの保健サービス部門であり日本の保健所と

ほぼ同じ機能を有する）に予約することで検査を受

けられることになった14)。7 月13日から19日までの

週では，88,886人が保健所の検査所で検査を受け，

陽性率は1.0だったと報告されている15)。また医

療提供体制について，5 月時点で集中治療室病床数

は 大2,400床あるが，今後は1,700床を新型コロナ

ウイルスの患者用として維持しつつ，700床はその

他の患者用とするとの方針を示した。

 オランダ政府による対策措置の緩和

オランダ政府は2020年 4 月21日に，4 月28日まで

とされていた各種の対策措置の延長および緩和につ

いて発表した。したがってこれ以降，規制は徐々に

緩和されていく方向となった。ただし，夏にかけて

のイベント・スポーツ大会の禁止が決定され，オラ

ンダ国内サッカーリーグの20192020年シーズンの

打ち切りが決定されるなど，中・長期的に制限が続

く見通しも示された。5 月11日に小学校が再開（た

だし，隔日登校かつ教室の半数のキャパシティのみ

使用などの制限付き），身体的接触を必要とするす

べての職務（マッサージや理容・美容室など）の営

業が解禁された。また，子どもを対象とするスポー

ツクラブなどの活動が許可された。再開された業種

も予約制で営業され，可能な限り1.5メートルの社

会的距離を維持できるよう対策を講じることが求め

られた。

6 月 1 日以降，中・高等学校の再開や映画館，レ

ストラン，カフェおよび文化施設（博物館，美術

館，コンサートホール，劇場等）の再開が許可さ

れ，制限付きではあるものの多くの業種について規

制がほぼ緩和された。また，老人ホーム等高齢者施

設への訪問も制限されていたが徐々にこの規制も解

かれた。なおルッテ首相の母が 5 月中旬に高齢者施

設で亡くなったが（新型コロナウイルス感染症では

ない），この規制のためルッテ首相は母の 期に立

ち会えなかったと報道された。運行本数が限られて

いた公共交通機関は徐々に通常ダイヤに戻りつつ

あったが，使用できる座席を制限され必要不可欠の

場合のみの利用が求められていた。公共交通機関で

は多くの場合で社会的距離を取ることが難しいとし

て，電車・トラム・（水上）バス・地下鉄では，6

月 1 日から13歳以上の乗客に非医療用マスクの着用

を義務づけた。この違反（マスク非着用）には罰金

95ユーロが設定された。なお，駅構内・停留所での

マスク着用は義務づけられていないが，1.5メート

ルの間隔を空けることが求められている。

6 月15日以降，EU の移動規制が緩和されたこと

から欧州内のいくつかの国への渡航が解禁された。

ただし，それぞれの国内の感染リスクと旅行者の受

け入れに対する姿勢は各国で異なったため，旅行者

に慎重に検討することを呼びかけた。なお，オラン

ダは 5 月上旬から日本の首都圏（羽田空港・成田空

港）からの渡航に対して（原則的に外国人は入国拒

否であるが）入国後 2 週間の自己隔離を要請すると

の検疫措置を取っていたが 5 月下旬に解除された。

こうして 3 月中旬より始まった対策措置の多くは

感染の第一波が下火になった 6 月中旬ごろまで約 3

か月続き，段階的な緩和をもって社会・経済活動が

再開した。オランダ政府は爆発的感染増の時期は脱

したものの，ウイルスをコントロールできている状

況になるまでには数か月はかかり，ウイルスを根絶

できるわけではないとの見通しを示し，緩和は少し

ずつ行うほかないと表明した。また，今後の方針の

も重要な点として感染に対して脆弱な人々を守

る，医療崩壊を起こさないという 2 点をあげた。7

月 1 日から公共交通機関が不要不急の移動にも利用

可能となり，これ以降ほぼすべての制限が解除され

た。RIVM は 6 月末までは新規感染者・入院患

者・死亡者数を毎日アップデートして公開していた

が，これ以降は週 1 回まとめて傾向を評価・公表し

ている（毎日の新規感染者数などは引き続きオラン

ダ政府のウェブページで閲覧可能である)3,16)。
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写真 全員がマスクを着用している水上バスの乗客
（2020年 7 月18日撮影，ロッテルダム市内）
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 考 察

新型コロナウイルス感染症の疫学的な広がりは本

稿の執筆時点（2020年 7 月末）において日本よりオ

ランダの方が事態は深刻であった。時系列を振り返

るとオランダにおいての対策は徐々にその範囲を広

げ，必要な場合は個々の制限に罰金などの罰則が定

められる形であった。また，他国のような非常事態

宣言は発令されず，人が集まることに対して罰則措

置の適用となったものの，いわゆる外出禁止令など

で外出自体をオランダ政府が制限することはなかっ

た。この点で，一定のルールは設けるが国民の自主

性を尊重し個人の判断に委ねるというインテリジェ

ント・ロックダウンの特徴があった。このようなア

プローチはオランダにおける既存の政策，たとえば

大麻規制について一定のルールの下で 小限の大麻

喫煙を認めていることと通じるものがある。なお，

オランダ政府は新型コロナウイルス感染拡大防止対

策として初めからインテリジェント・ロックダウン

のビジョンを持っていたわけでない。インテリジェ

ント・ロックダウンは感染拡大により段階的により

強い対策を導入せざるをえなかった結果としての妥

協点（国民・住人の自由を制限する施策は避けたい

が，感染拡大防止のために経済活動を規制せざるえ

ない中で方向性を示すこと）の側面があった。

いくつかのテーマについてオランダと日本の違い

を下記に挙げたい。まず，マスクの着用について，

オランダでは多くの欧米諸国と同様に市中でマスク

を着用する習慣がなかった。したがって，新型コロ

ナウイルス感染症が流行する前までドラックストア

などではマスクは販売されていなかった。6 月 1 日

以降，公共交通機関で乗客に非医療用マスクの着用

（オランダ政府はマスクの自作を推奨している）を

義務づけたため，乗客全員がマスクを着用している

（写真 3）。現在ではマスクを販売する店が出てきた

が，市中で習慣的にマスクをする市民はほとんど見

かけられない。アジア系の住民はマスクをしている

場合が多いことをかんがみると，マスク着用に対す

る文化的な違いはまだ残っていると言える。オラン

ダ政府は公共交通機関以外の公共の場での非医療者

用マスク着用の推奨に対して非常に消極的な姿勢で

ある。欧州各国でマスク着用義務化の流れがあった

7 月下旬に，オランダ政府は国内で一律のマスク着

用義務化は見送るものの，各自治体において追加措

置をとることができると発表した。

次に社会的距離について，1.5メートルの社会的

距離をとることは実際に徹底されているとは言い難

い。たとえば，筆者が所属するエラスムス大学医療

センターはオランダ 大規模の病院として，新型コ

ロナウイルス感染症患者の受け入れ，研究とも重要

な役割を担っているが 7 月下旬に「スタッフが1.5

メートルの社会的距離を十分に取っていないとして

一般患者やボランティアからの苦情が多数寄せられ

ている」と全スタッフに対して注意喚起された。日

本においては密接の状態を避けるように呼びかけら

れているが，生活の場面においては難しい場合もあ

り，適切に社会的距離を取ることの呼びかけをどの

ように行うかは課題である。

さらに，周辺国との往来について島国である日本

と異なり，オランダは南にベルギー，東にドイツと

陸で国境を接しており平時であれば往来は自由であ

り，車や直通電車での往来が盛んである。2020年 3

月中旬以降，ベルギー側が国境管理を厳しくしたた

め陸路の往来は制限されていた。また，運行するす

べてが国際線のアムステルダム・スキポール空港も

EUの渡航制限措置により多くの便が欠航となって

いた。検疫体制について，筆者は 6 月下旬にスキ

ポール空港にてオランダに再入国したが検温や問診

を含め検疫措置は一切なかった。スキポール空港の

到着ロビーまでの導線を見ても検疫を行うスペース

は準備されておらず，空港検疫の実施は想定してい

ないようであった。日本では PCR 検査を含め空港

検疫を厳しく実施していたが，オランダとの差はや

はり島国と陸続きの国境を持つ国の違いであると思

われる。ルッテ首相が 3 月のテレビ演説で“Neder-

land is een open land en zolang er geen vaccin is, zal

het coronavirus als een golf door de wereld blijven

gaan en ons land niet overslaan.”（オランダは開かれ

た国であり，コロナウイルスはワクチンがない限り

世界中に波のように広がり続け，オランダも例外で

はない）と発言しており9)，こうしたオランダの国

民性とルッテ首相の考え方が移動制限や検疫に反映

されている側面があるかもしれない。

オランダはEUの一員であり，政策の決定には他
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国との調整や整合性についても日本とは異なる点が

ある。たとえば，3 月中旬時点でベルギーが先行し

てバーなど飲食店を封鎖したがオランダでは営業し

ていたためベルギー北部の住民（オランダ語方言の

フラマン語を話す）が国境を超えてオランダで飲食

し，ベルギー当局が対応を求めるなど両国の自治体

は苦慮していた。また，欧州内での移動の制限が解

除された後も，感染リスクや旅行者を歓迎するかは

それぞれの国で対応が異なり，自国民に対してどの

国へ旅行して良いか，控えるべきか，渡航勧告の設

定を慎重に行っていた（基本的には国内で夏季休暇

をとることを推奨していた）。この点は，日本にお

ける都道府県間の対応の調整や整合性の難しさと似

ていると言えるだろう。

本稿はオランダにおける新型コロナウイルス感染

症の拡大とその対策に関してまとめたが，いわゆる

「コロナ禍」においては公衆衛生上の課題とともに

社会の多くの側面に対して影響があり，そのすべて

を詳細に網羅できたわけではない。本稿では触れな

かったが日本においても課題となったいくつかの

テーマについて簡潔に述べる。

まず，患者の受診について症状がある場合にかか

りつけ医に電話で相談する（予約する）システムで

あるという点で，これはかかりつけ医制度（いわゆ

る General Practitioner 制度）であるオランダにお

ける一般的な医療機関の受診のプロセスと同様であ

る（日本のようなフリーアクセスではない）。また，

人口あたりの医師数や病床数など日本と異なり17)，

基本的な医療保障制度・医療提供体制に違いがある

ことを留意されたい18)。オランダでは人口あたりの

医師数は日本より多いものの病床数は少なく，入院

は原則として症状が重い場合に限られている。

また，超過死亡について RIVM によるとオラン

ダでは 3 月中旬から 5 月初旬にかけて超過死亡が観

察された19)。本稿ではこれらの統計について引用し

考察していないが，今後は日本でも超過死亡の評価

の議論は必要であろう。ルッテ首相が会見などで集

団免疫について時々ふれる場面があり，オランダは

どちらかというと集団免疫の獲得に関心がある様子

であった。実際に RIVM は長期的に抗体検査を実

施して集団免疫について調査するプロジェクトを立

ち上げている20)。

日本と同様に，休業した企業や店舗への補償は行

われていた。その一方で国民全員への現金給付など

は行われていない。感染予防策としての休業要請な

どは補償について議論になりうるが，これが雇用維

持などの経済対策の枠組みの中で行われるものか，

感染防止対策の一環として公衆衛生上の観点から強

制的な休業を求めるために行われるものか，政府ま

たは自治体は立場を明確にする必要があるだろう。

これに関して，オランダ政府が設立した感染対策

チームは，感染拡大当初は基本的に感染症の専門家

など医療関係者が中心であったが，第一波の収束後

に社会，経済，政治学の専門家中心に変更された。

このプロセスは日本と似ていると言える。さらに働

き方について，オランダはワークシェアリング（一

つの仕事を複数の労働者で分ける働き方）が進んで

いるなど在宅勤務への切り替えがスムーズであった

点は日本とは背景が異なる。エッセンシャルワー

カー（医療，警察，食料品店，宅配，公共交通機関

など）と呼ばれる在宅勤務ができない職種はどの国

も一定数存在するが，労働環境の背景（例現業の

産業が占める割合や在宅勤務の普及割合など）が異

なることも対策の国際的な理解では考慮が必要であ

る。

後に，オランダにおける新型コロナウイルス感

染症の感染者数や死亡者数が他国と比べてどれくら

いの規模であったかについて，本稿では厳密に定量

的に言及していない。また，検査数に関する国際比

較も言及していない。第一波が収束した2020年 5 月

末までの感染者数，死亡者数はオランダの方が日本

に比べ多かった3,8)。しかしながら，無症状者を含

めてどの集団に対してどのくらいの規模の検査を

行ったか，死亡者の統計の取り方（疑い例も含める

か），超過死亡など国によって数値の定義が異なる

可能性があり，統計の国際的な標準化は今後の課題

である。

 お わ り に

新興感染症によるパンデミックは主に新型インフ

ルエンザによるものが想定されてきたが，新型コロ

ナウイルス感染症の世界的大流行で現実のものと

なった。その対策は各国でアプローチが大きく異な

り，図らずも健康政策の自然実験の様相を呈した

が，公衆衛生や医療資源とその背景となる社会の理

念はそれぞれ多様であり，単一の 適解を見出すこ

とは難しい。オランダにおける新型コロナウイルス

感染症の対策（インテリジェント・ロックダウン）

は多様性と寛容に裏打ちされたオランダの国民性を

体現したものだったと言える。わが国も感染拡大を

経験し多くの知見を得たが，その検証には他国との

比較も必要である。健康危機管理に関する他国の政

策の評価には，公衆衛生や医療資源の評価ととも

に，その背景にある社会の特徴を考慮することが重

要である。
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