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「コロナ渦における各政治体制の対応の違いと 

今後の国際社会での評価」 

春学期 E 班 佐久間・⽥中・⼭下・櫻井・早坂・南 

 
序章 
 2019 年 12 ⽉に武漢でコロナウィルスが発⾒されてから、瞬く間に世界に広がり、今⽇
でも多⽅⾯で被害が続いている。今回は特に各政治体制の対応の違いに焦点を当てる。国⺠
を被害から保護、救援することを第⼀とし、多くの国が独⾃の対策を取っている。この国家
での感染拡⼤を抑えるための策は常に個⼈の権利と、表裏⼀体の関係である。各政治体制に
よる対策の違いを⾒るにあたり、個⼈の権利の保護の現状や強制度なども⾒ていきたい。ま
た、国際社会の評価として、今後どのようなことが考えられるかについても考察していきた
い。 

 
 

このように、今回 E 班では「コロナ渦における各政治体制の対応の違いと今後の国際社
会での評価」について重点を置き、以下のような構造とする。 

 
[⽬次] 
 
 【現状】世界全体を⾒たコロナウィルスの影響 
 
 【⺠主主義国家の対策①】アメリカのコロナウィルスへの対応 
 
 【⾮⺠主主義国家の対策①】中国のコロナウィルスへの対応 
 
 【⾮⺠主主義国家の対策②】トルコのコロナウィルスへの対応 
 
 【⺠主主義の体制を取り優秀な結果を収める事例】台湾のコロナウィルスへの対応 
 
 【考察】各政治体制の対応の違いを踏まえた現状、今後についての考察 
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現状〜世界全体を⾒たコロナウィルスの影響〜 

i 

 感染者は世界で 1200 万⼈を超えた。（2020 年、7 ⽉ 10 ⽇閲覧） 
 ⽇本では感染者数が 2 万 1198 ⼈と⾔われている。特にロックダウン無しで感染拡⼤を抑
⽌したことに関しては⼀定の評価がなされているようである。このように初期フ段階は成
功であったとされる⽇本の政策であるが、次の章から政治体制により着⽬してどのような
対応策がとられていたのか考える。 
 

【アメリカ】 
 
＜基本データ＞ 
政体：⼤統領制、連邦制 
元⾸：ドナルド・トランプ 
議会：⼆院制（上院・下院） 
内政：「⽶国第⼀主義」、「⽶国を再び偉⼤にする」との⽅針に基づく移⺠制度改⾰や税制度
改⾰、インフラ投資等を通じた強い経済の実現等に取り組む。ii 
 
 
＜連邦主義＞ 
→連邦制の政府は、地元、地域、および全国の各レベルで権限を分かち合い、地域の要望に

                                                        
i https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/  NHK 新型コロナ特設サ
イト⽇本国内、2020/07/10 
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html 外務省、各国・地域における
新型コロナウィルスの感染状況、2020/07/10 
 
ii 外務省『アメリカ合衆国基礎データ』https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/data.html 
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合わせた政策を作成し実⾏している公選の当局者たちに権限を与える。地⽅条例は、地域社
会が⽣活のために選択した希望を反映している。警察、消防、学校管理、地元の保健衛⽣基
準、建築基準などは、地域で策定され実施されることが多い。iii 
 
アメリカの政体の特徴である連邦制により州は⾼度な⾃治権を持った独⽴国家の性格を有
する。 
 
＜政治体制とコロナ対応＞ 
・コロナ禍に対する法案の数、内容も州によって⼤きな差がある（連邦主義） 

iv※州別のコロナウイルス関連の法案の数 
（https://www.govpredict.com/corona-virus-resource-center）より引⽤ 
 
・アメリカは諸外国と⽐べ中央に集中していない（連邦主義） 
→全国⼀⻫ロックダウンは困難 
 
・⼈⼝ 100 万⼈に 1 ⼈死亡者が出てからロックダウンに踏み切るまでの⽇数（⼆⼤政党制） 
→州知事が⺠主党員だと 2.5 ⽇以内、共和党だと 1 週間以上となっている。v 
＜国際社会での評価＞ 
アメリカの初動の遅れや国際機構からの離脱により国際社会における評価は多少低下して
いると考えられる。 
                                                        
iii AMERICAN CENTER JAPAN『国務省出版物 ⺠主主義の原則』
https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/3085/ 
 
iv GovPredict『federal, state, and Local Responses to the coronavirus』
https://www.govpredict.com/corona-virus-resource-center 
 
v BBCNEWS JAPAN『アメリカが失った 6 週間 新型ウイルス対策はなぜ遅れた』2020
年 5 ⽉ 14 ⽇ https://www.bbc.com/japanese/video-52659948 
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vi （ https://www.bbc.com/japanese/features-and-

analysis-52828992）より引⽤ 
➡諸外国と⽐べても対応は遅れている 
・WHO 脱退表明 
 

【中国】 
 
中国の国家体制 
 ・中国共産党の⼀党独裁 
  →中央集権国家、⽴法府・⾏政府は共産党の指導下 
   （⽇⽶英他のように三権分⽴はしていない） 
 ・国内の情報統制 
  →当初 国内の反社会主義への取り締まりの⼀環 
      国家に批判的な世論を抑えるため 
  ⇒国家が国⺠の思想を管理・監視…しかし、「空洞化」も進んでいる 
 
 
 中国の国家基盤を⽀えている共産党による独裁状態が続いている。国の議会である全国

⼈⺠代表⼤会（全⼈代）が⾏われており、その議員選出において国⺠による間接選挙とい
う形を繁栄している。しかし、国⺠が直接選挙によって地⽅階級⼈⺠代表⼤会の議員のみ
で、その中から全⼈代への議員選出が⾏われる。このため⺠意が正確に反映されていない
可能性がある。さらに国による情報統制に伴い、国⺠の「知る権利」は著しく損害されて
いる。そんななか、中国版ツイッターの普及などにより国⺠の政府に対する不信感は⾼ま

                                                        
vi BBCNEWS JAPAN『死者 10 万⼈ アメリカでのコロナ禍を他国と⽐較』2020 年 5 ⽉
24 ⽇ https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-52828992 
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りつつあり、情報統制の効⼒が低下してきていることで「統制の空洞化」が起きている。 
 
 
コロナ禍の中国 
 １２⽉下旬 原因不明の肺炎症例を確認 
 １⽉１２⽇ 「新型コロナウイルス肺炎」確認 
 １⽉２３⽇ 武漢市 都市封鎖（ロックダウン） 
       →武漢市の交通網が⼀時的に利⽤停⽌、市内外への往来禁⽌ 
 １⽉２４⽇ コロナ専⾨病院 建設開始（施⾏期間：１０⽇） 
（３⽉５⽇  習近平⽒の来⽇延期） 
（３⽉１２⽇ ＷＨＯ「パンデミック認定」） 
 ４⽉８⽇  武漢 都市封鎖解除 
（４⽉１１⽇ 世界中の死者１０万⼈超え） 
 
中国の「初動遅れ」 
 １２⽉下旬には原因不明の肺炎の症例を確認した中国政府であったが、それに対する具

体的な⾏動が取られたのが１⽉１８⽇に中央政府から派遣された専⾨家チームによる検
証が始まった。 

 それまでは… 
 「感染源の恐れのある海産物や野⽣動物の売買（市場）が感染拡⼤の要因」とし、具体的

な調査を進めていなかった。 
 １⽉中旬頃には武漢市の呼吸器科の病院がそのキャパシティの限界を迎えていた。 
 しかし、政府は１⽉中旬までは新規感染者は発⽣していないと発表しており、病棟を埋め

尽くした患者らはコロナ感染者としては認識されていなかった。 
 
 ・国内マスメディアも政府の対応を批判 
 ２⽉初旬に中国国営の新華社通信は「習近平指導部、対応の誤り認める 新型肺炎で初動

に遅れ」という⾒出しの記事を発⾏している。これには中国国内の世論の動きも反映され
ている。政府の対応の遅れが露呈する中でメディア各社もしびれを切らし、普段とは⼀転、
政府を批判する記事を出すことに繋がった。 

 ・アメリカの批判 
 ⽶のトランプ⼤統領は⾃⾝のツイッターに「中国はたやすく新型コロナを⽌めることが

できただろうに、しなかった」「世界規模の⼤量殺⼈をもたらしたのは中国の無能さだ」
などと強く批判している。アメリカも中国同様、多くの感染者が発⽣しており、その対応
を迫られる中、中国に怒りの⽭先を向ける形となった。 

 



20/07/14 
 

6 
 

⇒これらの批判的な姿勢に対し中国政府は… 
  「我々のガバナンスが試された」「弱さや不⾜が露呈された」などと振り返った。 
  これは対応の初動が遅れたことではなく、野⽣動物の市場の取り締まりや国の備蓄体 
  系に関することでウイルス感染拡⼤とは間接的に関与する要因における国内の脆弱性 
  について認めたものだった。 
  →あくまで「新型コロナへの対応は的確であった」という主張 
 さらに 地⽅の公機関の対応の不⾜を指摘 
  →指導部に向けられている批判の責任転嫁 
 
中国の賠償責任 
 今回の新型コロナウイルスのパンデミックに伴う世界経済の損失額は３４７０億ドルと

推測されている。そのような状況下で今回のパンデミックを引き起こしたとされている
中国は欧⽶諸国から痛烈な批判を浴びると共に、経済損失を与え混乱を招いたことを初
め、コロナ対策の初動の遅さがパンデミックを引き起こした⼤きな要因とされることか
ら、賠償を求める動きが加速している。 

 
 ・賠償請求を⾏う国（４⽉３０⽇時点） 
   アメリカ 
   イギリス 
   イタリア 
   ドイツ 
   エジプト 
   ナイジェリア 
   インド 
   オーストラリア    （計８か国） 
 
 これらの８か国は世界で先⽴って中国に対し賠償請求を⾏っている。賠償が要求通りに

通れば、中国は合計で約４９兆５０００億ドル（約５３００兆円）もの賠償額を⽀払わな
くてはいけなくなる。 

まとめ 
〜国家体制が発揮するコロナ禍での強⾏的政策〜 

国の管理・監視が⾏き届きやすい中国において、今回のような強制⼒を⽤いた都市封鎖や
外出禁⽌などの措置は実⾏しやすく、またその確実性も⾼い。的確な判断の下⾏われる政
策は、その効果を最⼤限に発揮する可能性があり、権威主義体制の国家としての⼤きなメ
リットとして挙げられる。 
武漢市の都市封鎖のように政府の判断のみで強制的にロックダウンすることのできる経
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緯主義体制国家は、今回のような未曽有の⾮常事態においては効果を最⼤限に発揮する
と考えられる。 

 
〜初動遅れの中国〜 
 初動対応が批判されている中国は誤魔化すための「⾔い訳」は豊富に⽤意されているが、

その対応の遅さの原因について「政府の油断」があったことは間違いがなく、コロナウイ
ルスの脅威を過⼩評価していたことは⾔うまでもない。国内外から批判が集まる中、政府
はその責任を地⽅機関に回すことで批判の⽬を反らそうとしているが、効果は⼀切ない。 

 このような状況下で政府が過失を認めなければ、今後さらに国際的な信⽤を失う恐れが
あると考えられる。 

 

【ハンガリー】 
 
０．⼈⼝ 
⼈⼝：約 980 万⼈（2019.1 中央統計局）vii 
 
１. 政治体制 

2010 年〜 オルバン・ビクトル⾸相 右派フィデス・ハンガリー市⺠連盟 
〈権威主義体制〉 
 2010 年に総選挙で第⼆次オルバン政権が誕⽣したことで、憲法改正に必要な３/2 の議席
を獲得し、それ以後頻繁に憲法改正を繰り返すようになった。憲法改正により憲法裁判所を
はじめ、議会に対するあらゆる対抗権⼒が弱体化した。特に、司法部において、憲法裁判所
の違憲審査権限を制約するとともに、その裁判官の任命⽅法・定員を変更し、オルバン政権
よりの裁判官に多数を占めさせた。通常裁判所についても、定年を７０歳から６２歳に⼀気
に引き下げ、前政権時代に任命された裁判官を⼤量にやめさせ、⾃らが任命する裁判官に差
し替えた。このように司法部の⼈事を私有化し、⾃⼰の恣意的な権⼒⾏使を司法部に妨げら
れないようにし、リベラルな⽴憲主義体制から独⾃の権威主義体制へと移⾏した。viii 
 
２. コロナウイルスの感染者数と死者数 
・感染者数：4229 名 

                                                        
vii 「ハンガリー基礎データ」外務省 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hungary/data.html 
viii 「コロナウイルスへの加盟国の対応と EU における⽴憲主義」⽇本経済団体連合会 
2020.05.12  http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2020/covid19_EU03.html 
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・⼈⼝ 100 万⼈あたりの感染者数：433 名 
・死者数：595 名  （いずれも７/12 時点） 
 
⼀⼈⽬の感染者は 03/04 に出た。ピークは 04/10 で⼀⽇の最多感染者数は 210 名。以後、
徐々に減少していき、07/12 は６名の感染者数となった。 

ix 

 
３. ハンガリーのコロナ対応措置 
 
03.11 ⾮常事態宣⾔発令 
03.27 新型コロナウイルス感染拡⼤抑制のため、28 ⽇から２週間の外出禁⽌措置の導⼊を
発表x 
03.31 ⾮常事態法の施⾏ 
06.18 ・⾮常事態宣⾔の終了に関する法案を発効→無期限の設定だった⾮常事態宣⾔の終了 
・コロナ防疫に関する法案の可決→⾮常事態宣⾔以降に制定された法律のうち、12/31 まで
のローン、リース料⽀払いの⼀時停⽌や⼀部法⼈税の申告期限の延⻑などは継続、また、今
後のコロナウイルス感染状況や医療現場の状況によって、健康に関する緊急事態宣⾔の発
令を可能としている。議会の同意なしに政府が政策実⾏できる内容になっている。xixii 
 
⾮常事態法とは？ 
・無期限に延⻑可能で、⾮常事態期間中は選挙も国⺠投票も実施できない。⾮常事態の延⻑
に対する議会承認の要件も削除のうえ、採択された。 
・無期限の⾸相権限拡⼤←オルバン⾸相は「期限を明⽰できないのは（新型コロナの終息ま
                                                        
ix WHO  https://covid19.who.int/region/euro/country/hu 
x 「ハンガリー、新型コロナウイルス感染 300 ⼈ 28 ⽇から２週間の外出禁⽌措置を導⼊
へ」 Newsweek https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/300282.php 
 
xi 「経済再⽣対策本部を設⽴し経済回復の加速化図る、⾮常事態宣⾔は６⽉１８⽇に終
了」JETRO 2020.06.29 https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/06/62f226bac70fc841.html 
xii 「ハンガリー、⾮常事態宣⾔解除へ ⾸相の特別権限「独裁⾊強まる」と批判浴び」毎
⽇新聞 2020.06.17 https://mainichi.jp/articles/20200617/k00/00m/030/105000c 
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で）どれだけかかるかが分からないためだ」と説明。 
・憲法裁判所は引き続き機能する。 
・コロナ危機に関する虚偽情報の流布に対する刑事罰（5 年以下の懲役）、新型コロナウイ
ルス感染防⽌策を阻害した者に対する刑事罰（8 年以下の懲役）が規定された。xiii 
 
➡ 
●野党側の「独裁になりかねない」という強い批判 
・議会のチェックなどが働かない事実上の権⼒⽩紙委任。 
・政府に批判的なメディアや個⼈への威嚇に利⽤されかねない。 
・⾮常事態に伴う権限拡⼤をした他の欧州でも期限を区切ることが多く、議会のチェックは
⽋かせないが、ハンガリーは例外になってしまった。 
●EU 内で「⺠主主義の否定だ」という批判 
・全てのコロナ対応措置は法の⽀配と整合しなければならないのに、ハンガリーはヨーロッ
パの価値と全⾯的に⽭盾しているxiv 
 
まとめ 
・現在は終了したものの、コロナウイルスを利⽤して独裁政治が⽣み出されかねない懸念が
あった。ハンガリーは以前から反リベラルな⺠主主義であったことも今回の懸念が広まっ
た要因といえる。 
・コロナウイルスの感染者数は⾮常事態法以後、4/10 をピークに下り坂傾向にあることか
らオルバン政権による政策は対策として間違っていたとはいえないだろう。 
 

【台湾】 
  

新型コロナウイルスの収束に成功し称賛されている⺠主主義体制の国として挙げられる
国は、台湾である。権威主義体制をとる中国とは違うアプローチをしている。また、⺠主主
義国家でありながら世界的にみると新型コロナウイルスの拡⼤の阻⽌に成功している国も
あるが、それらの国とどのような違いがあるのかも⾒ていきたい。 

                                                        
 
xiii 『ハンガリーの⾸相権限、無期限に拡⼤ 「独裁」か』⽇本経済新聞 2020.03.31 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57458480R30C20A3000000/ 
 
xiv 「コロナウイルスへの加盟国の対応と EU における⽴憲主義」⽇本経済団体連合会 
2020.05.12  http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2020/covid19_EU03.html 
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① 台湾の歴史xv 

建国してから現在までの歴史は以下の通りである。 
 

 
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taiwan/data.html より） 
 

② 台湾の政治体制xvi 

台湾の政治体制は、三⺠主義に基づく⺠主共和制である。 
・三⺠主義とは 
 ⺠族独⽴、⺠権伸⻑、⺠⽣安定の三原則を⾔う。xvii 

⺠族独⽴→漢⺠族と満州⼈、モンゴル⼈などの統⼀と独⽴を⽬指すこと。 
⺠権伸⻑→貧富の差の解消など国⺠⽣活の安定をめざすこと。 
⺠⽣安定→貧富の差の解消など国⺠⽣活の安定を⽬指すこと。 
 
また、三⺠主義に従って五権分⽴制を採っている。台湾には⽇本と同じように⽴法、⾏政、
司法の他に考試、監察の⼆権がある。その権⼒を実施する機関として、考試院と監察院があ

                                                        
xv 『台湾基礎データ』 2020 年 7 ⽉ 8 ⽇ 外務省
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taiwan/data.html） 
xvi 同上 １⾴ より作成 
xvii 『三⺠主義―世界史の窓』 世界史の窓 
（http://www.yhistory.net/appendix/wh1403-079.html）より 



20/07/14 
 

11 
 

る。xviii 
 
・考試院 
 若⼲名の考試委員により組織され、公務員試験、公務員の任⽤、昇進、保障、退職等を主

管する機関 
 

・監察院 
  29 名の監察委員からなり、公務員を問責・弾劾する権限、⾏政機関に対し会計監査を

⾏う権限を持つ。 
 

③ 新型コロナウイルスの台湾の対応 

台湾政府は新型コロナウイルスの防疫の取り組みによって、蔡英⽂総統の⽀持率は 2 ⽉
下旬の世論調査によると 68.5％でこれは、１⽉の調査よりも 11.8 ポイント上昇した。
また防疫対策については、75.3％が 80 点以上だと評価している。xix 
そこで台湾が⾏った新型コロナウイルスの対応を⾒ていく。 
 
・早期の検疫強化xx 
 昨年末、中国の武漢市衛⽣健康委員会が「原因不明の肺炎が 27 例、うち重症 7 例が
確認された」発表した。これに対し、台湾政府の衛⽣福利部は即⽇に注意喚起を⾏って
いる。 
 
・専⾨家会議の迅速な招集xxi 
 1 ⽉ 2 ⽇、専⾨家などによる「台湾衛⽣福利部 伝染病予防治療諮問会」の「旧正⽉春
節インフルエンザ対応整備会議」が開かれ、武漢の肺炎についての対策を討論している。 
具体的には、医師の診察時の N95 マスク装着の徹底、⼊国検疫の再強化と帰国後 10 ⽇
間の経過観察、旅⾏経歴の告知の徹底などが、即⽇実⾏に移された。 
 

                                                        
xviii 佐⽥友 『第 48 回 台湾の五権分⽴制』 2014 年 10 ⽉ 2 ⽇ 弁護⼠法⼈ ⿊⽥法律
事務所 ⿊⽥特許事務所 （https://www.kuroda-law.gr.jp/column/taiwanjijo/6767/）よ
り作成 
xix ⻄本秀 「こんなに違う台湾コロナ対策 IT 駆使、マスクも買える」 2020 年 3 ⽉ 6
⽇ 朝⽇新聞デジタル 
（https://www.asahi.com/articles/ASN35436VN31UHBI01L.htm） 
xx 藤 重太 『｢⽇本とは⼤違い｣台湾の新型コロナ対応が爆速である理由』 2020 年２
⽉ 29 ⽇ PRESIDENT Online (https://president.jp/articles/-/33332)より作成 
xxi 同上 ６⾴ より作成 
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・政府による細かな情報提供xxii 
台湾政府は、全ての国際線と中国の船舶の往来についても警戒レベルを上げ決定を⾏っ

た。2019 年 12 ⽉ 31 ⽇から 1 ⽉ 8 ⽇までの武漢地区からの帰国便数、帰国者についての検
査⼈数、疑義のある案件数やその症状も明確に国⺠に報告し、管理体制が整っていることを
積極的に国⺠に開⽰している。その後も、台湾での検査状況と武漢・中国での伝染情報は毎
⽇アップデートされている。 

またデマを流した者は、「社会秩序維持保護法」あるいは「伝染病予防治療法」で罰せら
れると警告しフェイク情報にも対応している。 
 
・マスクxxiii 
 台湾ではデマ情報が流れ、台湾国内でマスク不⾜が深刻になり始めた直後に中央伝染病
指揮センターが「マスクの輸出禁⽌」を打ち出した。中国は他国にマスクを寄付する「マス
ク外交」をやっている中、国⺠の安全を守るために台湾では逆の政策が⾏われた。 
 
これらから考えると、台湾政府の迅速な判断と実⾏⼒がわかる。そして、次に台湾で⾏われ
た「リアルタイムマスクマップ」について説明する。 
 

・リアルタイムマスクマップxxiv 

  台湾では、マスクの買い占めによって、マスクが⾏き渡らず、社会不安が起こるのでは 
ないかということで対策がとられた。まず、台湾⾏政院が⼀般医療⽤と外科⼿術⽤マスクを
⽣活必需品として刑法で指定し、政府が買い上げた。このマスクは、コンビニエンスストア
で枚数制限を付けて販売した。しかし、マスク不⾜は解消されなかった。 
 その次に政府は保険証の提⽰によるマスクの実名購⼊制を導⼊し、1 週間に 3 枚までと制
限を設けた。この時に IT 担当⼤⾂オードリー・タン（唐鳳）⽒は各薬局のマスクの在庫を
インターネットで公開した。これを⽤いて作られたものがマスクマップである。製作にはわ
ずか 3 ⽇しかかからなかった。マスクマップは、マスクを販売する薬局や在庫などのデー
タをホームページ上で公開し、購⼊者の端末の位置情報から近隣の特約薬局が表⽰され、在
庫量も⼀⽬でわかるよう⾊分けされている。在庫量を⾒えるようにした。 
 購⼊規制は、⾝分証番号の末尾が奇数の⼈は、⽉曜⽇、⽔曜⽇、⾦曜⽇、偶数の⼈は⽕曜

                                                        
xxii 同上 ６⾴ より作成 
xxiii 同上 ６⾴ より作成 
xxiv ⾼橋 正成 『⼤混乱を回避､台湾の知られざる｢マスク事情｣ 政府が買い上げ､｢マス
クマップ｣で在庫確認』 東洋経済オンライン 2020 年 3 ⽉ 7 ⽇
（https://toyokeizai.net/articles/-/334652） 
より作成 
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⽇、⽊曜⽇、⼟曜⽇に購⼊できるというものだ。 
 
実際のマスクマップxxv 

 

 
（https://honichi.com/news/2020/03/16/taiwanrealtimemaskmap/）より 
 
まとめ 
 台湾が⾏った新型コロナウイルスの対策は、強制的な措置と透明性のある情報を政府が 
積極的に公開することにより成功を収めた。中国を代表とする権威主義体制がおこなう強 
権的な封じ込め政策やプライバシーに関わるデータを扱うやり⽅でなくても新型コロナウ 
イルスの拡⼤を阻⽌できることを台湾が⽰しているのではないかと考える。 
 
 
 
考察 
それぞれの政治体制のコロナ禍における特性 
〇⺠主主義→⼀貫性をもった強⾏策をとるのが難しい傾向にある 
e.g. アメリカの州による⾼度な⾃治 
〇権威主義→情報の統制、法の可決・施⾏が迅速に⾏われる 
e.g. ハンガリーの⾮常事態法、コロナ防疫に関する法案 
 
 
では、権威主義体制のほうがコロナ禍のような⾮常事態において、迅速な対応が

                                                        
xxv 訪⽇ラボ編集部 『台湾版「マスクマップ」で混乱を鎮静化：IT ⼤⾂の「神対応」で
マスク在庫が丸わかり』 2020 年 3 ⽉ 16 ⽇ 訪⽇ラボ
https://honichi.com/news/2020/03/16/taiwanrealtimemaskmap/ 
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可能という点でより優れているといえるのか？ 
→権威主義国家は統治政権の対応や積極性に国全体が極端に左右されるといっ
た⽋点が存在する 
 
 
今回のコロナ禍では⼀概に⺠主主義と権威主義のどちらかが優れているとは⾔
えない。どちらの政治体制であったとしても、危機感をもって迅速かつ積極的に
法の整備などを⾏い、対応した国家の被害は少ない。 
 
 
今後の国際社会での評価 
政治体制の違いによってその国家の優劣が決まるとは⾔えない。台湾の国内世
論に変化がみられたように、国家単体での功績が認められ、国内だけでなく国際
社会での影響⼒の変化が予想される。よって、政治体制の違いによって無条件に
国際社会での影響⼒が変化するとは考えにくく、その国家の功績に依存すると
いえる。 
 
 
アメリカ：積極性に⽋け、適切な対応をしたとはいえない 

→評価の低下 
 
中国：初動の遅れによって感染拡⼤を促進させた過失を認める必要がある 

→評価の低下の恐れあり 
 
ハンガリー：⾮常事態法などの適切な措置により感染者数を抑えた 

→評価を⾼めた 
 
台湾：強制的な措置と透明性のある情報の積極的な公開から感染拡⼤を抑えた 

→評価を⾼めた 
 
 
 

以上 
 


