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１．研究の背景と目的 

新型コロナウイルス（COVID-19）による新型肺炎 

(Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS CoV-2) の世界的

な影響は，本稿執筆現在（4 月末）も拡がり続け，沈静化

の目途はたっていない．2019 年 12 月中国武漢で最初に報

告された同ウイルスは数週間の間で 26 カ国に広がりを見

せ，武漢では1月23日から都市封鎖（Lockdown）(1)を開始

し，国際的な移動制限も順次開始された1)． 

ワクチン開発まで時間を要するため，国際的な移動に留

まらず国内における都市封鎖も多くの国で実施されている．

Tobias はイタリアとスペインの都市封鎖一か月後の感染者

数，死者数，並びに ICU (Intensive Care Unit) 利用患者数の

定量的評価を行い，第一弾のロックダウン対策で同指標の

増加傾向が若干緩やかになり，第二弾の強力なロックダウ

ンでは横ばい，または若干の減少傾向があると報告した2)． 

1918年から19年にかけて全世界で約4,000万人の死者(2)

を出し3)，20 世紀最大のパンデミックと呼ばれる新型イン

フルエンザ，通称スペイン風邪における移動制限の事例と

して，Hatchett et al. は米国17都市の対策を比較検証した．

フィラデルフィアでは1918年9月17日に最初の症例が発

見されたにもかかわらず，9月28日のパレード式典を実行

し，10月3日まで学校閉鎖等の自粛要請を行わなかった4)．

一方セントルイス市では10月5日に最初の症例が発見され，

二日後から非薬理学的介入として公的施設閉鎖措置を約一

か月半実行した．結果として同パレードの2週間後に死者

数のピークが発生したフィラデルフィアに比べ，セントル

イス市では公的介入解除後に若干の死亡率の上昇が見られ

たものの，医療崩壊を招くことなく平準化に成功した 4)．

同研究からも早期の非薬理学的介入，すなわち移動制限

が感染者拡大への重要な対策であるが，一方で経済の停滞

や移動制限による糖尿病症状の悪化5)やメンタルヘルスへ

の影響 6)も指摘されている．そのため，国家による都市封

鎖継続の指針に対し，経済活動再開を求めるデモ行進が発

生している7)．Gilbert et al. は都市封鎖の出口戦略に関する

三つの段階的アプローチとして，医療崩壊を防ぐ移動制限

の継続，抗体保持者特定の拡大，及び抗体保持者の経済活

動復帰のための優先順位設定を挙げている8)．この提言は，

移動制限を保ちながら段階的に抗体保持者から優先的に解

除する戦略であるが，4 月末現在において感染者が抗体を

保持しているか否かの科学的知見が不確定であるため，現

実的であるとは言えない(3)．同様に Alvarez et al. は疫学で

利用される感受性保持者―感染者―免疫保持者 

(Susceptible Infected Recovered: SIR) モデルによって都市封

鎖の社会的便益を特定し，140 日程度で免疫保持者が優勢

になり，都市封鎖が不要になると提示した9)．しかしながら

このモデルも回復者に免疫が備わることを前提とし，回復

者に免疫が備わらないモデルでは 80 日程度の都市封鎖で

医療崩壊は防げるものの，社会的便益は低下すると報告し

た．また，都市封鎖と経済活動の両立案として，Karin et al.

は2週間の都市封鎖期間に４日程度の勤務日を可変的に設

定するモデルを提示している10)． 

以上のように，既往研究では，ワクチン開発までの時限

措置として，非薬理学的介入の有効性，移動制限の早期の

実施，数理モデルによる理想的な都市封鎖の出口戦略が示

している．しかしながら，新型コロナウイルスに関しては

回復者の免疫の問題など不確実性が高いことから，現段階

の学術的知見だけでは有効な都市封鎖とその出口戦略を描

くことができない．特に日本国内においては，2003年の重

症急性呼吸器症候群（SARS）や2009年に発生した豚由来
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定的であったことから11)，都市計画的観点の議論は低調で

あったと考えられる．結果として，感染症に対する都市封

鎖の違いやその感染拡大抑止効果は学術的に示されておら

ず，体系的な整理がなされていない． 

本稿の問題意識として，流行性疾患の蔓延と自然災害の

同時発生への懸念がある．現在日本が想定する大規模自然

災害発生時の避難方法では，むしろ感染のリスクを高める

恐れがある．本稿では，自然災害が多発する日本において，

移動制限と都市機能の制限は可能な限り短い方が社会的影

響を低減できるという立場に立ち，都市封鎖またはそれに

類似する施策の海外事例収集を行った(4)．本稿では，防災

の観点から流行性疾患を捉え，主要感染拡大国における都

市封鎖に至る経緯とその具体的な差異に着目し，移動制限

の開始と私権制限を伴う罰則規定から都市封鎖の類型化を

試み，都市計画分野における課題の抽出を試みる． 

本稿執筆時点ではまだ都市封鎖解除の目途が立っておら

ず，その解除プロセスも未決定であるため，本稿は暫定的

結論に留まる．しかしながら，日本が進める自粛要請が世

界的にどう位置づけられるかという客観的視座の提示は今

後の都市の総合リスク管理という観点からも重要となる．

そのため，本稿では防災研究における蓄積では見られない

感染症の特異性，すなわち都市機能の停止による被害抑止

策を類型化し，今後の学術的課題の抽出を試みる．また，

尾身が指摘するように，公衆衛生で抑え込める段階を超え

た拡散には社会維持に資する総合的な対策が求められるた

め 11)，本稿は防災研究と公衆衛生学を繋ぐ都市の総合リス

クマネジメントを再考する端緒であると位置づけられる． 

２．研究のスコープと手法 

国連防災機関 (United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction: UNDRR) による災害の定義には流行性疾患も含

まれ，地震や津波等の自然災害と同等の対応が求められて

いる12)．表１に日本国内で発生する自然・人為的災害をま

とめる．災害は急性，慢性に分類され，流行性疾患はその

発災期間並びに回復までの期間は不特定であり，津波や洪

水など地理的限定性のある災害とは異なり，人の移動と共

に被害が拡大する伝播性のあるハザードである．そのため，

一般的な災害は復旧・復興段階において都市機能や居住の

意図的制限を実施するが，流行性疾患，特に新型コロナウ

イルスにおいては都市封鎖がその直接的な対策として適用

されている．本研究では，都市封鎖またはそれに類似する

施策の類型化を目指すため，新型コロナウイルス感染者が

著しく増加し住民への移動制限を実施した国を対象とする． 

4 月 20 日現在のWHO の発表では，感染者数は上から，

米国，スペイン，イタリア，ドイツ，英国となっている(5)．

この五カ国に加え，発生源である中国，日本の近隣国であ

る韓国，並びにASEAN 諸国で感染の拡がるインドネシア

とシンガポールを比較対象とする．また，4月20日現在封

じ込めに一定の成果が見られるオーストラリア，ニュージ

ーランドを加え，計12 カ国を比較検証する． 

本研究ではWHOが公表する世界規模の新型コロナウイル

ス感染者データ(6)を利用し，各国への感染拡大が始まった2

月20日頃から4月27日現在の約二か月分の新規感染者数

と都市封鎖の関係を考察する．また，各国の都市封鎖に至

るプロセスや罰則適用は，日本国外務省による通達等(7)に

依拠し，公式なデータとして参照する．これらのデータを

用い，上記12カ国の都市封鎖や移動制限を類型化し，今後

の都市計画課題の抽出を試みる． 

表１ 災害の分類と都市機能制限 

分

類 
ハザード 

被災中心地と 

被災範囲 
発災期間 

人口構造物の 

破壊 
都市機能の停止 

都市機能や居住の 

意図的制限・撤退 

復旧/復興・回復

までの期間 

都市機能制限等に

関する参考文献例 

急
性 

地震 
震源地を中心とした
同心円状に分布 

数回の本震と数
か月に渡る余震 

激甚な場合 
壊滅的 

総合的な喪失 
建築基準法84条による

建築制限 
数年～十数年 贄田ら（2018）13) 

津波 
震源地を中心とした

沿岸・河川部 
数時間～1日 

激甚な場合 
壊滅的 

総合的な喪失 危険区域の指定 数年～十数年 松本，姥浦（2015）14) 

火災 出火元から分布 
数日～1週間 

程度 
延焼範囲のみ 炎症範囲の喪失 

84条建築制限 
防火・準防火地区指定 

数年 越山ら（2001）15) 

土砂災害 急傾斜地 
数日～1週間 

程度 
土砂のみ 限定的 危険区域の指定 数年～十数年 近藤（2015）16) 

洪水 河川，沿岸部流域 
数日～1週間 

程度 
浸水地のみ 

限定的だが冠水
など複合災害の

場合喪失 

建築基準法84条による
建築制限 

数年 清治（2011）17) 

台風 
台風の進路と活性化

された前線 
数日～1週間 

程度 
激甚な場合 
壊滅的 

限定的だが冠水
など複合災害の

場合喪失 

84条建築制限 
災害危険区域の指定 

数年 児玉，窪田（2013）18) 

雪害 主に日本海側 
数日～数週間 

程度 
局地的な雪崩によ

る被害 
降雪によっては

広範囲 
なし 季節的 - 

原子力災害 
被災原発地と放射線
ブルームの範疇 

数日から数十年 
複合災害の 
場合有 

総合的な喪失 
数年～数十年 
の居住禁止 

数年～数十年 田中（2019）19) 

活火山 
活火山とその噴煙拡

散の範疇 
数日から数十年 

激甚な場合 
壊滅的 

総合的な喪失 仮設居住地への移住 数年～数十年 高橋，藤井（1997）20) 

テロ・破壊
行為 

不特定 不特定 局地的にあり 局地的に喪失 局地的封鎖措置 収束後 
Hemingway, M., & 

Ferguson, J. (2014)21) 

慢
性 

疫病 
人人感染による 
クラスターが点在 

不特定 なし 
人の接触低減を
意図した停止 

接触低減を 
意図した都市封鎖 

収束後 Hatchett et al. (2013)3) 

海面上昇 地球規模の沿岸部 不特定 浸食による沿岸 限定的 沿岸浸食部からの撤退 回復よりも適応 Hino et al. (2017)22) 

干ばつ 
気象条件によって 
主に西日本で発生 

不特定 なし 
給水等関連設備

の停止 
なし 不明 - 

参考文献 6), 23)を基に筆者作成 
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３．COVID-19に対する都市封鎖の事例 

 本章では主要感染拡大国における新規感染者数の推移と

都市封鎖またはそれに類似する施策を概観する．表２に12

カ国における都市封鎖等に至る経緯，罰則規定，法的根拠

をまとめる．また図１に新規感染者数の推移を記す．実線

は1日の新規感染者数，破線はその多項式近似曲線を示す．

各国の移動制限措置等の開始日と実施期間をボックスで表

現した．なお，縦軸である新規感染者数は地域で大きな乖

離が見られることから，ヨーロッパ，北米，アジアでのス

ケールを分けて表現した． 

（１） イタリア・スペイン・ドイツ・英国 

新型肺炎の第二の震源地となったヨーロッパでは，二月

後半から感染の広がりを見せ，イタリア，スペインを中心

に劇的な増加が見られた．イタリアでは3月7日に一日の

新規感染者が千人を超え，同月 13 日にはスペイン，翌 14

日にはドイツも千人を超え，順次罰則規定を有する移動制

限規制を開始した． 

英国では3月12日から段階的に国内移動制限要請の対象

者が拡大されていった．新規感染者数は3月21日に千人を

超え，23 日には移動制限の強権的規制が開始された(8)．な

お，国外からの移動に対する強権的制限は行われていない．

またスペインでは連日規制の違反者に対する逮捕も行われ

ており(9)，強権的な私権制限による都市封鎖を実行してい

る．  

4月27日現在，上記4カ国での都市封鎖全面解除には至

っていないが，新規感染者の減少傾向はみられ，解除に向

けた段階的な取り組みが進められている．4 月 25 日現在，

ドイツでは厳しい接触制限を延長し慎重な姿勢を保ちなが

らも(10)，州ごとに小学校を再開する等段階的解除を進めて

いる24)． 

（２） 米国 

世界最大の感染者並びに死者が発生している米国では各

州の取組みを連邦政府や連邦機関が財源や技術的支援をす

る構図となっている．米国では各州独自の取組みや州ごと

の非常事態宣言を実施している．本稿では米国最大の感染

拡大地域となったニューヨーク州（以下NY州）と連邦政

府に絞り議論する．NY 州では 3 月上旬から感染者の増加

が著しく，9 日には非常事態を宣言し感染が広がる地区の

移動制限を実施した．翌週15日には公立学校を閉鎖し，22

日には全労働者の在宅待機と移動制限（New York Pause）

を実施した．連邦政府も追随する形で13日に国家非常事態

宣言を発表し，20日にはNY州大規模災害宣言によって連

邦政府からの財源支出を可能にした．一方水際対策は感染

の拡がった中国，イラン，ヨーロッパ諸国からの入国は制

限しているものの，後述するオーストラリアやニュージー

ランドのような全面的な入国禁止措置はとっていない．そ

のため，主に国内での移動制限によって感染封じ込めを目

指すものの依然として新規感染者数は明確な減少傾向とは

なっていない． 

（３） 中国 

湖北省武漢市において世界で初めて新型肺炎の発生が報

告された中国では，世界に先駆けて大規模な感染の広がり

が見られた．1月23日に武漢市において市内の公共交通の

停止と駅・空港・道路の封鎖が開始されたのを皮切りに，

各市・省において検疫強化や移動制限などの措置が取られ

た(11)．湖北省では 1月末から省内全域で都市封鎖策が行わ

れ，2月16日には住民の外出管理などを含めた，より厳格

な封鎖策の実施が発表された．また3月10日からは専用ア

プリを用いて個人の健康状態や関連情報を省政府が管理し，

個人の状態と地域の感染症リスクに応じて移動可能範囲が

決定されるようになった．感染者の増加は2月上旬～中旬

にピークを迎え，3月以降，4月末現在で一日の新規感染者

は最大でも400人以下となっている．この傾向をふまえ，

国内の移動制限は3月末から徐々に緩和されている．一方

で国外からの移動制限に関しては，3 月下旬に外国人の入

国を大幅に制限するなど，他国で感染拡大が進んだことを

受けて制限を強めている． 

図１ 12カ国の新規感染者の推移と都市封鎖またはそれに類似する施策 

（WHO COVID-19 Dashboard データ(6)，外務省資料(7) を基に筆者作成） 
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表２ 12カ国の水際対策（国際移動）と都市封鎖またはそれに類似する施策の変遷 

国名（初感染

者特定） 
国外からの移動制限 国内の移動制限 罰則の内容 法的根拠 

イ
タ
リ
ア

 

1/30 

3/13：空港のオペレーションを一部に限定（~3/25） 

3/17：入国者の14日間の隔離を義務付け（~3/25） 

3/24：隔離措置の延長（~4/3） 

3/28：入国者の通知義務の追加 

4/1： 隔離義務・通知義務の延長（~4/13） 

4/10：隔離義務・通知義務の再延長（~5/3） 

2/21：ロンバルディア州，ベネト州で経済活動の中断を開始 

3/8： ロンバルディア州，ベネト州で移動制限を適用 

3/10：移動制限を全土に適用（~4/3） 

3/22：一部例外を除く生産活動の停止（~4/3） 

4/1： 移動制限・生産活動停止の延長（~4/13） 

4/10：移動制限・生産活動停止の再延長（~5/3） 

外出禁止違反者への罰金 

活動禁止違反者への罰金 

2020 年緊急法律 

命令第 6 号 

ス
ペ
イ
ン

 

1/31 

3/11：イタリア直行便運航禁止 

3/17：スペイン居住者以外の陸路閉鎖 

3/23：EU域内の移動制限に伴い，スペイン国民，EU市民以外の入

国制限 

4/21：入国制限の延長（~5/15） 

3/14：警戒事態による移動制限 

3/23：警戒事態の延長（~4/11） 

3/30：移動制限強化 

4/10：警戒事態の再延長（~4/26） 

4/22：警戒事態の再延長（~5/10） 

4/26：14歳未満の子どもの移動制限緩和（1日1時間以内） 

外出禁止違反者への罰金 

警察による逮捕も実施 

スペイン憲法116条 

（緊急事態条項） 

ド
イ
ツ

 

1/28 

3/3： 国外移動者への所在追跡票順次開始 

3/4： 中国，日本，韓国，イタリア，イランからの入国者に所在追跡，

健康質問票の導入 

3/12：イタリア，フランスへの渡航自粛勧告 

3/16：オーストリア，スイス，フランス，ルクセンブルク，デンマー

クとの国境管理を強化し特例以外の入国拒否 

3/17：非EU市民への入域制限（暫定30日間） 

4/9：帰国者・入国者への14日の自宅隔離措置の指示 

3/10：不要不急のイベント自粛要請  

3/12：社会的接触低減の要請 

3/15：幼稚園・学校の閉鎖 

3/22：接触制限措置の強化 

4/1： 接触制限措置の延長（~4/19） 

4/15：段階的な学校再開（5/4~） 

接触制限措置の下，ベル

リン州政府では飲食店の

営業禁止違反には1,000

～10,000ユーロ，自宅や

ホテル以外で滞在した者

に10～100ユーロ等 

the SARS-CoV-2 Containment 

Measures Ordinance 

（ベルリン州の場合） 

英
国

 

1/31 

1/22：武漢から英国の全ての直行便の監視を強化 

3/12：封じ込め段階から遅延段階に移行と発表 

3/23：海外にいる全ての英国人旅行者に帰国を助言 

3/12：咳高熱の症状がある人に対し最低7日間の自己隔離を要請 

3/16：家族に咳・高熱の症状がある人に対し自己隔離を要請．不

必要な他人との接触や旅行を避けるよう要請 

3/20：飲食店や娯楽施設の閉鎖要請 

3/23：ロックダウンを発表 

3/26：ロックダウンのため警察の権限を強化 

4/16：最低3週間は現行措置を維持すると発表 

ロックダウンの規定に従
わない場合，60ポンドの
固定罰則通知を発行し，
14日以内に支払われた場
合30ポンドに引き下げ 

3/26: The Health Protection 

(Coronavirus, Restrictions) (England) 

Regulations 2020 

1984年公衆衛生法によって付与
された権限を行使して作成 

4/22: The Health Protection 

(Coronavirus, Restrictions) (England) 

(Amendment) Regulations 2020 に
改正 

米
国

 

1/21 

1/31：到着から14日以内に中国本土滞在歴のある外国人の入国拒否，

湖北省に滞在歴のある米国籍者及び家族の強制隔離措置から

の外国人渡航者の入国を制限 

3/12：渡航情報をレベル３（渡航再考勧告）に引き上げ 

3/19：渡航情報をレベル４に引き上げ，米国市民に渡航を中止するよ

う勧告 

3/21：カナダ，メキシコとの一時的な国境封鎖．日本，オーストラリ

ア，カナダ，ブラジル，イスラエルへの渡航延期勧告．帰国者

には14日間の自己隔離措置．中国，イラン，多くのヨーロッ

パ諸国の入国制限 

3/9： NY州非常事態宣言し一部地域の移動制限 

3/13：国家非常事態宣言 

3/15：NY州で公立学校の閉鎖決定し一部地域の州政府職員に

在宅勤務命令 

3/16：連邦政府，自宅待機の要請 

3/17：NY市ナイトクラブ，劇場等行政命令による営業停止 

3/20：大統領によるNY州への大規模災害宣言発令，FEMAの

災害救援基金4.7兆円活用可能．NY州で全業種労働者

25％以上の出勤禁止を行政命令として発表 

3/22：NY州にて，全労働者の在宅待機，移動制限の行政命令 

3/28：NY州，NJ州，コネチカット州に対し連邦政府による国

内移動自粛勧告 

4/16：NYでの移動制限延長（~5/15） 

4/26:：経済活動の再開に関し，NY州知事は2つのフェーズを

検討し，感染率の低い建設業，製造業からの再開を示唆 

自主隔離等に従わなかっ

た場合，1,000ドル以下の

罰金，または1年以下の

懲役またはその両方 

Section 361 of the Public Health 

Service Actに基づき，アメリカ疾

病予防管理センター (Centers for 

Disease Control and Prevention: 

CDC) が管轄 

中
国

 

12/12 

1/23：武漢市における空港の閉鎖 

1/31：湖北省全域における空港の閉鎖 

3/25：湖北省に移動する前の14日間に国外滞在歴がある者の個人関

連情報の申請を義務付け 

3/28：訪中査証および居留許可を有する外国人の入国停止 

4/8：武漢市における商業航空便の運航再開 

1/23：武漢市における移動制限 

1/27：上海市含む省を横断する公共交通機関の一部停止 

1/31：湖北省全域で公共交通機関の停止，駅の閉鎖 

2/16：湖北省全域における移動制限の強化 

3/10：湖北省でアプリを用いた個人管理の開始 

4/8： 武漢市・湖北省における道路の規制解除，鉄道営業再開 

違法行為者に対する強制

措置（罰金，拘留など） 

中華人民共和国突発事件応対法 

中華人民共和国伝染病防治法 

韓
国

 

1/20 

2/4 ：中国からの入国者に対し，発熱確認や滞在先申告の義務化 

2/12：香港，マカオからの入国者に対し，上記措置を追加 

3/9： 日本からの入国者に対し，上記措置を追加．自己診断アプリの

インストール義務化と14日間の自己診断提出義務 

3/11：イラン，イタリアを「検疫管理地域」中国マカオ香港を「汚染

地域」に指定 

3/12：フランス，ドイツ，オランダ，英国，スペインからの入国者は

検疫手続きの要請 

3/15：入国者全員に特別入国手続き 

3/19：全ての国に対し，旅行警報1段階（旅行留意）を発令 

3/20：欧州からの入国者に対し診断をし，陽性の場合輸送し治療をし，

陰性の場合14日の自宅隔離，または能動監視を実施 

3/23：全ての国と地域に対して特別旅行注意報を発令 

3/27：米国からの入国者に対し，上記(3/20の内容)の措置を実施 

4/12：アメリカからの全入国者に対してウイルス検査 

2/23：危機警報の3段階目「警戒」，大邱地域に2週間の移動制

限を要請 

3/22：公共施設の15日間の運営中断勧告，公務員のテレワーク

推進，乗客の座席間隔をあけるなど 

4/4： 社会的距離政策を2週間延長 

4/8： クラブに営業停止命令，塾や教習所にも運営停止勧告 

4/19：「社会的距離政策」一部緩和 

4/20：「生活防疫」へ 

感染の疑いがある人が検

査を拒否したら約27万

円以下の罰金 

自宅療養入院治療の対象

者が指示に従わなかった

ら１年以下の懲役または

約90万以下の罰金 

2/26 「感染症の予防及び管理に関

する法律」「検疫法」「医療法」の

コロナ三法の一部を改正 

「感染症疑心者」の定義を新設

し，感染症疑心者に対する隔離措

置の根拠を制定 

移動制限に関しては出入国管理

法を法的根拠とする 

日
本

 

1/15 

2/1： 中国湖北省滞在歴，並びに湖北省で発行された中国旅券を有す

る外国人への水際対策実施 

2/12：感染の恐れのある船舶に乗船する外国人に対し，上陸拒否を実

施 

3/7： 韓国・イランの一部の地区に対し上記措置を追加 

3/10：イタリア・サンマリノの一部に対し，上記措置を追加． 

3/10：スイス・スペインの一部地域とアイスランドに対し，上記措置

を追加 

3/21：ヨーロッパの36カ国，イラン，エジプトからの入国者に14日

間の指定場所での待機を要請 

3/26：米国を出発した航空・船舶からの入国者に14日間の指定場所

での待機を要請 

3/27：入国拒否国の大幅な増加（8から22カ国） 

1/30：感染症対策本部設置 

2/25：クラスター厚生労働省対策班設置 

2:26：大規模イベント等の自粛要請 

2:27：小中高校の休業を要請し，3/1休業開始 

3/20：第21回対策本部会議にて専門家会議におけるロックダウ

ンの可能性に初めて言及 

4/7： 7都府県に対し，緊急事態宣言（~5/6） 

都市封鎖の実施はしないことを明記 

なし 

新型インフルエンザ等対策特別

措置法，2020年3月13日改正 

（施行日2020年3月14日） 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.55 No.3, 2020年10月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.55 No.3, October, 2020 
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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 

1-25 

2/1： 中国本土にいた外国人全てに対し14日間の入国禁止，または

帰国拒否者に強制検疫の措置．中国本土への渡航禁止．豪州人

とその家族も入国後14日間の自宅隔離 

3/1 ：イランに対し，上記措置実施開始 

3/5 ： 韓国に対し，上記措置実施開始 

3/11：イタリアに対し，上記措置実施開始 

3/15：全ての渡航者に対し，14日間の自己隔離措置義務付け 

（自宅等へ最小限の接触で移動） 

3/19：外国人の入国禁止 

3/28：全ての入国者に到着空港にあるホテル等での自己隔離義務付

け．既に自宅での自己隔離措置者豪国防軍が巡回し，特定の人

物が滞在しているか確認，警察に報告 

3/16：500人以上の必要不可欠でない集会の中止要請（学校，大学，

公共交通，空港は対象外） 

3/17：感染者が確認され次第，学校，大学，デイケア等も閉鎖 

3/18：100人以上の集会を禁止，社会的距離や衛生上の措置に合致

すれば閉鎖する必要はない500人未満の屋外イベントは実施

可能 

3/23：必要不可欠でないサービスの停止3/25〜  

3/24：州間移動者に14日間の検疫 

3/25：禁止場所の追加 

4/16：現在実施されている規制措置の4週間継続を発表 

3月16日頃から各州で罰

則規定を決定し，自己隔

離措置違反者に1,000～

11,000豪ドル（1豪ドル約

70円，4月26日現在）の

罰金，またはクイーンズ

ランド州では最長6か月

の懲役も含まれる 

Fair Work Act 2009 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

 

2/28 

2/3： 中国本土からの外国人渡航者の入国を制限 

2/25：ダイアモンド・プリンセス号の乗客乗務員の入国を禁止 

2/27：感染確認基準を見直し，香港，イラン，イタリア，日本，韓国，

シンガポール，タイに渡航，通過した人で症状が疑われる場合

は報告するよう発表 

3/15：太平洋島嶼国以外の全世界からの入国者に対し，NZへの入国

後14日間の自主隔離を求める措置を導入，中国とイランから

の渡航者には拒否が継続，6/30まで全てのクルーズ船の入港を

拒否 

3/20：外国人の入国禁止措置（NZ人，そのパートナー，法的後見人，

扶養子女は対象外） 

3/28：国内航空便を停止 

4/2： 帰国者のための国内線利用例外適用 

3/16：500人以上が集う公共イベントや集会の中止を勧告 

3/21：100人以上が集う屋内集会について禁止 

3/21：4段階の警戒システムを発表， 

現在はレベル2「コミュニティ感染のリスクが高まってい

る状態」とした．陽性者が出ない限り学校は閉鎖しない 

3/23：警戒レベルをレベル3に引き上げ．48時間後にレベル4

に引き上げ予定 

3/25：国家非常事態宣言 

3/26：警戒レベルをレベル4に引き上げ． 

4/20： 28日から警戒レベルを3に引き下げることを発表 

警察は運転中の車を止

め，自宅や企業に入って

検査可能．その場で罰金

や起訴，逮捕も認められ

る 

Epidemic Preparedness Act 2006 

Civil Defense Emergency 

Management Act 2002 

Health Act 1956 

Immigration Act 2009 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

 

3/2 

2/5：中国本土との航空便の停止，過去14日間に中国本土に滞在した

中国国籍者および外国人の査証免除措置および査証発給の停

止 

3/8： 過去14日間にイランの一部，イタリア北部，韓国大邱広域市・

慶尚北道に滞在した訪問者の入国禁止 

3/20：過去14日間にイラン，イタリア，バチカン，スペイン，フラ

ンス，ドイツ，スイス，イギリスに滞在した訪問者の入国禁止

及び全ての国からの短期滞在等の査証免除の停止 

3/25：中部スラウェシ州；陸海空での外国人の出入りを禁止 

3/26：パプア州：外国人の入域禁止 

4/2： 全ての外国人の入国禁止 

3/15：大統領声明を受け，各地方政府から順次学校の休校や外出

自粛要請などの行動要請 

4/3： 保健大臣令を根拠に，各地方政府による大規模な社会制限

が実施可能 

《大規模な社会制限を実施している地方政府（開始日）》 

ジャカルタ特別州（4/10），西ジャワ州ボゴール県・ボゴー

ル市・デポック市・ブカシ県・ブカシ市（4/15），リアウ州

プカンバル市 （4/17），バンテン州タンゲラン県・タンゲラ

ン市・南タンゲラン市（4/18），西ジャワ州バンドン市・チ

マヒ市・バンドン県・西バンドン県・スメダン県，西スマト

ラ州（4/22），マカッサル市，南カリマンタン州バンジャル

マシン市（4/24），北カリマンタン州タラカン市（4/26），東

ジャワ州スラバヤ都市圏（4/28） 

4/24：運輸大臣令を根拠とした帰省禁止措置に伴う移動制限

（~5/31） 

大規模な社会制限：各地

方政府令に規定された，

刑事罰を含む罰則 

帰省禁止措置に伴う移動

制限：4/24〜5/7はUター

ン命令，5/8〜5/31はそれ

に加え法令に基づく罰則 

4/3：新型コロナウイルス即応のた

めの大規模な社会制限に関する

保健大臣令（2020年第９号）25) 

4/23：断食月(ラマダン)及び断食明

け大祭（レバラン）期間の帰省禁

止措置に伴う移動制限に関する

運輸大臣令26) 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

 

1/23 

1/22：中国発便を対象にチャンギ空港での発熱者スクリーニング 

1/27： 全ての入国者に対する発熱者スクリーニング 

1/29： 湖北省への渡航歴がある者（帰国者以外）及び湖北省発行の

中国旅券所持者の入国禁止 

2/1： 14 日以内に中国本土への渡航歴を持つ全ての新規入国者の入

国禁止 

2/26： 14日以内に韓国テグ及びチョンドへの渡航歴を持つ全ての新

規入国者の入国禁止 

3/4： 14 日以内にイラン，イタリア北部，韓国への渡航歴を持つ全

ての新規入国者の入国禁止及び入国時に発熱や呼吸器症状の

ある旅行者の検査義務化 

3/13： 全てのクルーズ船の寄港を停止 

3/15： 14日以内にイタリア，フランス，スペイン，ドイツへの渡航

歴を持つ全ての新規入国者の入国禁止 

3/16： 14 日以内に日本，ASEAN，スイス，イギリスへの渡航歴を

持つ全ての旅行者のSHN（Stay-Home Notice, 14日間の自宅待

機）措置及び全ての労働ビザ所持者のSHN措置 

3/20：入国する全ての旅行者に対しSHN措置 

3/23：全ての短期滞在者の入国禁止 

3/25：イギリス・アメリカからの入国者に対し指定SHN施設での14

日間の隔離 

4/9：全ての入国者に対し指定SHN施設での14日間の隔離 

1/27：感染症警戒レベル２ 

2/7： 感染症警戒レベル３，イベント開催等に注意喚起 

3/13：250人以上が参加のイベントの延期または中止を勧告，職

場・公共施設へも注意勧告 

3/24：集会の制限，娯楽施設の閉鎖等の措置 

4/7： 飲食店の営業制限，集客施設・学校の閉鎖，必要不可欠な

事業以外の職場閉鎖等の措置（サーキットブレーカー）（4

週間） 

4/14：外出時のマスク着用義務 

4/21：サーキットブレーカーの期間延長（〜6/1），サーキットブ

レーカーの制限強化（〜5/4） 

SHN措置の違反者：罰金

（1回目300ドル，2回目

1000ドル，悪質な場合は

起訴） 

マスク着用義務違反：罰

金（1回目300ドル，重

犯はより高額の罰金か起

訴） 

事業所の営業違反：罰金

（1回目1000ドル，重犯

はより高額の罰金か起

訴） 

4/7：COVID-19暫定措置法

（COVID-19 TEMPORARY 

MEASURES) ACT 202027) 

（WHO COVID-19 Dashboard データ(6)，日本外務省資料(7)，首相官邸会議資料(16)を基に筆者作成）

（４） 韓国 

韓国においては，2 月後半から 3 月上旬にかけて感染者

数が増大した．ピーク時には1日あたり800人以上の新規

感染者が発生した．韓国では海外からの帰国者を除き(12)，

都市封鎖や罰則規定を伴う移動制限は基本的に行われてい

ない．日本と同様に自粛という形で宗教施設や屋内スポー

ツ施設などの運営停止を促している．また，入国者に対し

て，自己診断アプリのインストールとそのアプリを通じた

報告義務が課され，入国後のフォローアップを充実させて

いる(13)．つまり移動制限より水際対策とそのフォローアッ

プを重視し感染拡大を防止していると言える．結果として，

4月26日現在では，1日の新規感染者数が，10人程度まで

減少した．そのため，現在は無観客でスポーツイベントが

行われ，屋外スポーツ施設の運営が再開するなどの段階的

な自粛の解除が進んでいる． 

（５） 日本 

日本では後述のオーストラリアやニュージーランドでの

早急な国際移動の停止や，中国・韓国でみられたアプリを

用いたフォローアップ対策ではなく，段階的な水際対策を

採用している．一方，国際移動対策では，他国でみられた

罰則規定を伴った都市封鎖は実施しておらず，市民の判断

に委ねる自粛要請に留まっている．自粛要請であるため移

動の減少率は市民や企業ら個々の判断に依存するため，4

月27日現在，5月6日までが緊急事態宣言の期限となって
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いるが(14)，国内の新規感染者の明確な減少に至らず，経済

活動の再開は不透明である．また，警察権拡大に依らない

対策では市民による休業要請に応じない店舗を行政や警察

に通報する等の相互監視の側面も見られ28)，過剰対応の回

避が求められる． 

（６） オーストラリア，ニュージーランド

オーストラリアは2月前半から3月中旬にかけて順次中

国やイランなどの各国に渡航歴のある外国人への入国制限

を実施した．同月20日に豪州国民，居住者，その直接の家

族以外の入国を禁じ，鎖国状態とした．国全体として一律

の都市封鎖の規定はないが，3月24日から一部の州で州ご

とに入州制限や州境閉鎖の措置が開始されている．国際移

動の停止から約2週間後の3月後半にピークを迎え，以降

明確な減少傾向を示している．しかしながら，現在実施さ

れている基本的な規制措置は今後4週間継続すると発表し，

慎重な対策を講じている． 

ニュージーランドでもオーストラリアと同様に 3 月 20

日から同国民，そのパートナー，法的後見人，扶養子女以

外の外国人の入国禁止措置を開始した．翌日には独自の 4

段階警戒システムを発表し国内の対策を開始した．この４

段階警戒システムは人々が制限すべき行動を記しており，

COVID-19 のリスクの管理とその最小化を目的とする(15)．

LEVEL1〜4の段階に分かれ，COVID-19に関する科学的根

拠とニュージーランドおよびその他の国における介入措置

の有効性に関する情報に基づいて更新される．同月23日に

はレベル3に引き上げるとし，その2日後にはレベル4に

引き上げた．4月上旬での感染者数の減少を受け，同月20

日には同月28日からレベル3に引き下げることを発表した

が，オーストラリアと同様に慎重に継続しつつも感染拡大

防止に一定の成果は見られた． 

（７） ASEAN諸国（インドネシア・シンガポール）

インドネシアでは3月15日の大統領による声明を受け，

各地方政府により感染拡大防止に関わる行動要請が行われ

た．従来，社会制限の権限は中央政府のみにあったが，保

健大臣令により各地方政府が中央政府に申請する形で社会

制限を行うことが可能になり，多くの地方政府が社会制限

を始めている．また，4月24日からイスラム暦のラマダン

が始まることから，帰省禁止措置を行うとともに国内の移

動を制限している． 

シンガポールでは3月中旬まで感染の多くが国外からの

流入事例であり，入国制限や入国者に対する入国日から14

日間の自宅待機と外出禁止を求めるStay-Home Notice措置

を講じることで，国内での強力な制限を行わずとも感染拡

大の抑え込みに比較的成功していた．しかし3月下旬から

国内感染の増加が見られ，さらに外国人労働者の宿舎等（ド

ミトリー）での大規模な感染が確認されたことから，4月7

日からはサーキットブレーカーと呼ばれる外出自粛，集客

施設等の閉鎖，学校休校等の大規模な社会制限を実施した． 

４．考察：都市封鎖の類型 

本章では上記を踏まえ，都市封鎖またはそれに類似する

施策を四つに分類する（表３）．その分類に基づき日本の立

ち位置及び防災政策との類似性と差異について考察する． 

（１） 早期水際対策・行動管理型

オーストラリア，ニュージーランドでみたように，国際

移動の早期停止は著しい効果を上げている．感染源が国外

にあることが明確であれば，国際移動者の流入抑制は最も

効果的であることは明白である．観光業などインバウンド

の急激な減少という代償はあるものの，早期の経済活動再

開を考えると，最も有効な手段である．また，中国・韓国

の事例のように入国者の厳密なフォローアップとコミュニ

ケーションツールの利用は有効である一方，個人情報の取

り扱い，人権問題にも配慮する必要があるため事前の法整

備が必要と言える．また，シンガポールのように封じ込め

が成功しても第二波による一部地域での増加の危険性もあ

るため，４段階警戒システムでみられるような感染拡大状

況に合わせた解除方法が求められる． 

（２） 強権的移動規制型 

陸路での移動が可能なヨーロッパ諸国では国際移動の管

理徹底が容易ではないため，水際対策の漏れをカバーする

ように罰則規定を伴う強権的移動制限を実施している．市

民の私権を大幅に制限し感染拡大を抑える戦略であり，実

施以降は確実な減少が見込める．都市封鎖の遅れが医療崩

壊を引き起こしたスペイン風邪に対するフィラデルフィア

の事例やイタリア，スペインの状況に陥らない為にも，ド

イツが実施した接触制限のような早期の政治判断が求めら

れる．一方で，スペインの事例のように，多くの逮捕者や

処罰の対象者を生む可能性があるため，私権制限に伴う都

市封鎖は緊急事態条項に見られる事前の法整備が必要不可

欠である． 

表３ 都市封鎖またはそれに類似する施策の類型化 

タイプ 初動対応と移動制限 長所 短所 主な適用国 

早期水際対策・行動管理型： 

経路の特定と封じ込め 

水際対策の強化と自己隔離の 

フォローアップの徹底 

都市封鎖の期間を最低限にし， 

感染源の特定が可能 

 個人情報，人権問題があるため法規制の

整備が必要 

 インバウンドの急激な低下 

オーストラリア・ 

ニュージーランド・ 

韓国・シンガポール・（中国） 

強権的移動規制型： 

法規制罰則による管理 

水際対策の遅れによる罰則規

定を伴う強権的移動制限 

罰則規定によって厳密な 

管理が可能 

 実施タイミングによっては医療崩壊の

危険性 

イタリア・スペイン・英国・

ドイツ・中国 

地域別対応型： 

州・地域単位の規制 

罰則規定を伴う州単位の 

移動制限 
地域性を考慮した対応が可能 

地域毎の制約に違いが発生し， 

域内一部で感染爆発の危険性 
米国・インドネシア・ 

モラル依存型： 

自粛要請に基づく移動抑制 

緩やかな水際対策と罰則規定

を伴わない自主隔離要請 

経済とのバランスを考慮し， 

緩やかな対策移行が可能 

 罰則規定がなく市民個人の判断に依存 

 経済活動の長期停止の可能性 
日本 

（筆者作成） 
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（３） 地域別対応型 

米国やインドネシアの事例のように，広範囲に渡る国土

を管轄するため，中央政府への申請や予算措置を講じなが

ら各州での対応が見られた．そのためNY州などの新規感

染者が拡大する地域では強権的な移動制限を実施するなど，

感染拡大状況に基づく対応が求められる．一方でインドネ

シアの事例のように，地域によっては移動制限実施に2週

間の開きも生まれため，地域をまたぐ労働者への対応や補

償の検討が求められる． 

（４） モラル依存型 

上記の徹底した水際対策とフォローアップ，または罰則

規定に基づく移動規制とは異なり，市民のモラルや判断に

依拠した自粛要請は日本のみでみられた．極端な私権制限

や罰則を用いないため，経済活動を一定程度維持した対策

移行が可能である．一方で市民の移動抑制による感染者の

減少が見られない場合は経済活動の長期間の停止が懸念さ

れる．このモラル依存型は，私権制限を実行する警察権の

拡大ではなく，市民の相互扶助，または市民相互の監視で

成り立つため，過剰対応を回避する柔軟性も同時に求めら

れる． 

（５）日本の立ち位置と防災政策との類似性と差異 

モラル依存型のアプローチは日本国内の災害対応にも同

様に見られる．台風等の被害が予見される住民への避難伝

達は勧告または指示に留まり，災害対策基本法63条の「警

戒区域設定」による退去命令と罰則を除けば，「強制的移動

規制型」でみられる命令や禁止措置はなく，同法60条の屋

内退避の指示に関しても罰則規定はない．防災における公

助・共助・自助のバランスの良い取組みが推進されるよう

に29)，市民のリスク認識，リスク対応能力の組織的向上が

感染症対策にも求められる．表１で示した様に，感染症の

特異性である都市機能の停止自体が対策である場合，都市

機能の破壊がないため復旧・復興による再開までのタイム

ラグは発生しない．すなわち経済活動の再開は容易である

が，一方で第二波，第三波などの断続的な被害が続く恐れ

がある．そのため，罰則規制のないモラル依存型ではより

個々人のリスク認識と回避行動が他国よりも求められる． 

一方，高齢者などに早期の避難準備を促しているように，

流行性疾患においても脆弱性の高い（罹患リスクの高い）

グループが存在しうる．在宅勤務への転換が容易な世帯が

いる一方，高人口密度の都市における必要不可欠なサービ

スを提供する主体，すなわち移動制限下においても移動せ

ざるを得ない人々はリスクへの暴露が大きく異なる．その

ため，モラル依存型のアプローチには特にリスクに晒され

やすい人々への補償や支援の事前検討が求められる． 

５ まとめと今後の学術的課題 

 本稿は新型コロナウイルス感染症対策の一つである都市

封鎖またはそれに類する施策を感染が広がる 12 カ国の比

較を行い，4 つの類型を示した．日本は他国に比べ水際対

策，入国後のフォローアップは不十分であり，また罰則規

定を伴う都市封鎖ではないモラル依存型を選択した．この

モラル依存型は災害対応にも見られ，生命，財産の保護は

市民の判断に依拠する政策であると言える．破壊の伴わな

い都市機能の停止自体が対策である感染症は，人々の移動

が被害を拡大させるため，伝播性のあるハザードに晒され

る人々，すなわち移動制限下でも移動せざるを得ない人々

や不特定多数を対象とする商業を生業とする世帯のリスク

にどう都市は備えるかが問われる． 

 今後の都市封鎖に関する学術的課題として，以下3点が

挙げられる．まず，都市封鎖等の措置が完結した際に再度

各国の定性的・定量的評価が必要になる．異なるタイプに

よってどのような経済的・社会的影響が生じたかを学術的

に捉え，今後の都市のあるべき姿を描くことが必要となる．

特にシンガポールの事例のように，第二波によって感染症

が激増している地域もあることから，長期の観察が求めら

れる． 

次に，都市における移動制限の不均衡の見える化も重要

な課題である．移動制限によって不利益を被る人々，特に

生存に必要不可欠なサービスの提供者でないと見做される

飲食店，文化活動の従事者，娯楽施設事業者等のリスク低

減方法は，現状では自助努力か公的資金投入に限られる．

レジリエントな都市・まちが生存にのみ寄与するものでな

いとすれば，「不要不急」の意味を再考することが必要であ

ろう． 

また一方で，在宅勤務の増加が都市の一極集中是正に寄

与する可能性がある．特に場所性から解放された業務形態

であれば必ずしも都市に留まる必要はなく，低人口密度の

都市に居住を移す可能性もある．そのため，テレワークと

都市の在り方を人口の流動性の観点から再構築する研究も

必要になるであろう． 

【注釈】 

(1) 都市封鎖（Lockdown）は，米国では学校での銃乱射を想定して訓練と
して使用される例30)やボストンマラソン爆破事件の直後での地域的都

市封鎖31)が挙げられる． 

(2) 他の文献 4)では5000万から1億人程度という試算も見られ，最終的者
死者は確定されていないが少なく見積もっても4,000万人となる． 

(3) 4月24日のWHOの発表ではCOVID-19に伴う新型肺炎症状からの回
復者には回復者に免疫機能が備わったという証拠がないと報告されて
いる． 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-th

e-context-of-covid-19 （最終閲覧日4月25日） 

(4) 各国で市民の移動制限を都市封鎖やNew York Pause，Stay-Home Notice

など異なる名称を用い，それぞれの具体的な措置も異なる．そのため，
本稿では都市封鎖のまたはそれに類似する施策として表現し，比較検
証する.

(5) WHOのウェブサイト (https://covid19.who.int/) では連日新規感染者，死
者のデータを収集しリアルタイムでの掲載を続けている．4月25日現
在，米国，スペイン，イタリア，ドイツ，英国が最大の感染者発生国

となっている． 

(6) WHOのウェブサイト (https://covid19.who.int/) ，4月28日現在のCSV

データ（4月27日までの新規感染者掲載）を利用． 

(7) 外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/）における
現地大使館・総領事館からの安全情報に基づく．

(8) 2度目の違反者には120ポンドの固定罰則通知を発行し，再犯の度に倍

増し，支払わない場合裁判所への連行及び無制限の罰金の可能性が有
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る．規定遵守を拒否し続ける場合不法行為となり，警察が必要と判断
した場合には逮捕が可能となる． 

(9) 3月15日付けのスペインにおける移動制限では，食料等の必需品の買

い出し，医療機関や金融機関への移動，必要な職務履行のための移動
は認められている．スペイン内務省ウエブページによれば，スペイン
憲法116条，緊急事態条項に基づき，4月15日の1日で規制の違反者

126名の一時的留置者，及び10,010名（罰金）が処罰された． 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/info-covid-19 （最終閲
覧4月29日） 

(10) ドイツの防疫措置として，家族以外の他人との接触低減，1.5m-2m の
距離を取ること，グループによるパーティ等は罰則が適用，全ての飲
食店閉鎖等厳しい制限がとられている 

(11) 武漢市では，23日午前10時より公共交通を停止するとともに，道路封
鎖の通知もされ，実質的な都市封鎖となった． 

(12) 韓国における旅行警報は4段階あり，旅行留意，旅行自粛，撤退勧告，

並びに旅行禁止となっている． 

(13) 米国からの入国者が遵守事項を守らなければ90万円以下の罰金又は1

年以下の懲役．活動範囲制限措置を守らなければ 3 年以下の懲役また

は180万以下の罰金．4月1日からの自主隔離違反者への罰則は26万
以下から90万以下の罰金または1年以下の懲役に引き上げた． 

(14) 新型インフルエンザ等対策特別措置法 32 条において，政策対策本部 

長である内閣総理大臣が期間，区域，事案の概要を特定して宣言する
ことが可能となった32)． 

(15) ニュージーランドにおけるロックダウン措置には，4段階のレベル分け

がある．レベル１：コロナウイルスは存在するが，押さえ込まれてい
る状態．国境管理措置の導入，感染者の接触先の追跡，大規模集会の
取り止めといった措置を採る．レベル２：感染は押さえ込まれている

が，リスクが増大してきている状態．さらなる国境管理措置の導入，
不要不急の旅行の取り止め，可能な場合には（職場に出勤しない）リ
モートワークとすることの推奨など，人間同士の接触を少なくする措

置を採る．レベル３：感染の押さえ込みが加速度的に困難になりつつ
ある状態．公共施設及び必要性の低い（non-essential）ビジネスの閉鎖
を行う．レベル４：持続的な感染があり，人間同士の接触をなしにす

る必要が出た状態．重要な（essential）サービスは機能を続けるが，可
能であれば国民は自宅待機をする必要がある． 

(16) 首相官邸ウェブサイトにおける政策会議，新型コロナウイルス感染症

対策本部会議資料参照 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html 
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