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COVID-19 感染拡大に伴う社会変動と都市空間への影響 

Social Changes Caused by the COVID-19 Pandemic and its Impact on Urban Space 
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In this study, we analyzed what kind of social changes are occurring in society of Japan as the spread of 
the COVID-19 infection continues. In this study, correlation analysis was performed using data for each 
prefecture. As a result, it was shown that the number of out-migrants is increasing in areas where the spread 
of the COVID-19 infection is remarkable. In addition, it was shown that the number of unemployed is 
increasing in areas where the spread of the COVID-19 infection is remarkable. In urban spaces where such 
social changes are occurring, economic productivity and income levels may decline. However, it is also 
true that we need to do more detailed data analysis in the future. 
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1. 本研究の概要

 2020年1月9日に中国国営中央テレビは、2019年12月に湖北

省武漢市で発生した原因不明の肺炎に関して、新型のコロナウイ

ルスが検出されたことを報じた 1)。この新型コロナウイルスによ

る感染症は中国国内に広がり、周辺諸国にも拡大した。日本でも

感染が確認され、1月28日には閣議において新型コロナウイルス

による肺炎を感染症法の指定感染症とすることが決められた2)。 

 日本国内における新型コロナウイルス感染症の感染者数は4月

に大きく増加し、この状況を踏まえて、政府は特別措置法に基づ

く緊急事態宣言を発令した 3)。その後、一時は新規感染者数が減

少したものの、7 月からは感染が再び拡大した。そして、再び新

規感染者数が減少したものの、11 月からは感染が更に拡大した。

その後も感染拡大が続き、2021年1月7日には政府が緊急事態宣

言を再び発令した4)。 

 新型コロナウイルスによる感染症の拡大が続く中で、テレワー

クが推進されるなど、人々の働き方や生活様式は変化し、企業に

よる解雇が生じるなど、経済活動にも大きな影響が与えられてき

た。本研究では、日本における新型コロナウイルス感染症(COVID-

19)の感染拡大に伴う社会変動と、それらがもたらしうる都市空

間への影響について、統計データを用いた分析を行う。 

2. 感染状況と人口動態の関連性

テレワークの積極的な導入によって人々の働き方に変化が生

じ、パソナグループが東京都・丸の内から兵庫県・淡路島へ本社

機能の移行をスタートする 5)など、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の状況において、企業や人口の移動が生じている。 

 人口動態に関するデータとして、「住民基本台帳人口移動報告」

データを確認すると、転入者数が転出者数を上回る転入超過が続

いていた東京都について、2020年5月には転出者数が転入者数を

上回る転出超過となり、7月以降はその傾向が続いてきた。 

 この新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況において、東

京一極集中の傾向に停滞が生じつつある。このような新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大の状況と人口動態の関連性について、

データを用いて明らかにする。 

ここでは、日本の都道府県を単位としてデータ分析を行う。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に関するデータ

としては、国内初感染の確認から「第1波」「第2波」までを含む

2020年1月から9月までの都道府県別の感染者数を、「人口推計」

(2019 年)データにおける都道府県別の人口総数で割ることによ

って算出される「人口あたりの感染者数」という指標を用いる。 

人口動態に関するデータとしては、「住民基本台帳人口移動報

告」データにおける2020年1月から9月までの転入者数から2019

年1月から9月までの転入者数を引き、2019年1月から9月まで

の転入者数で割ることによって算出される「転入者数の増減率」

と、2020年1月から9月までの転出者数から2019年1月から9

月までの転出者数を引き、2019年1月から9月までの転出者数で

割ることによって算出される「転出者数の増減率」を用いる。 

 各都道府県における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

状況を表す「人口あたりの感染者数」と、人口動態の状況を表す

「転入者数の増減率」および「転出者数の増減率」について相関

分析を行った。以下は、その結果を示したものである。 

表1：COVID-19感染状況と人口動態の関連性 

人口あたりの感染者数 -0.101 0.463 **

転入者数の

増減率

転出者数の

増減率

※ 「**」は１％水準で有意であることを示している。
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 「人口あたりの感染者数」と「転入者数の増減率」について相

関分析を行うと、相関係数は-0.101となった。この値は5％水準

で有意とはならず、相関は認められなかった。一方で、「人口あた

りの感染者数」と「転出者数の増減率」について相関分析を行う

と、相関係数は0.463となった。この値は1％水準で有意となり、

正の相関が認められた。 

 都道府県データを用いた相関分析の結果、「人口あたりの感染

者数」と「転出者数の増減率」には正の相関が認められ、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大が深刻な都道府県ほど、前年と比

較して転出者数がより多くなっていることが示された。 

3. 感染状況と雇用状況の関連性

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況と人口動態の関

連性が示された一方で、人々の雇用についてはどのような変化が

生じてきているのだろうか。ここでは、人々の雇用に関して、失

業者に着目して、データを用いた分析を行う。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に関するデータ

としては、先述した「人口あたりの感染者数」を用いる。 

 一方で、人々の雇用に関して、2020年1月から9月までの「労

働力調査」データにおける完全失業者数を労働力人口数で割るこ

とによって算出される2020年の「完全失業率」と、同様の方法で

2019年1月から9月までの完全失業率を算出した上で、両者をロ

ジット変換し、2020年の値から2019年の値を引くことによって

算出された「完全失業率の増減」という指標を用いる。 

 各都道府県における新型コロナウイルスによる感染症の拡大

の状況を表す「人口あたりの感染者数」と、人々の雇用状況を表

す「完全失業率」および「完全失業率の増減」について相関分析

を行った。以下は、その結果を示したものである。 

表2：COVID-19感染状況と雇用状況の関連性 

 「人口あたりの感染者数」と「完全失業率」の相関分析を行う

と、相関係数は0.515となった。この値は1％水準で有意となり、

正の相関が認められた。また、「人口あたりの感染者数」と「完全

失業率の増減」の相関分析を行うと、相関係数は0.318となった。

この値は5％水準で有意となり、正の相関が認められた。 

 都道府県データを用いた相関分析の結果、「人口あたりの感染

者数」と「完全失業率」および「完全失業率の増減」には正の相

関が認められ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が深刻な都

道府県ほど、同時期の失業率が高く、前年と比較しても失業者数

がより多くなっていることが示された。 

4. 都市空間へ与える影響に関する考察

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が深刻化している都道

府県ほど、転出者が多く、失業者も多くなっていることがデータ

分析から示された。こうした社会変動が都市空間に与える影響に

ついて、ここでは考察を行う。 

 転出者数が多く、社会減少が生じている地域においては、経済

的生産性が低くなる傾向が、日本の市区町村を単位とした研究に

よって示されている6)。また、失業者が多い地域においては、人々

の所得水準が低くなる傾向が、首都圏の市区町村を単位とした研

究によって示されている 7)。これらを踏まえると、上記のような

社会変動が生じている地域では、経済的生産性が停滞し、所得水

準は低迷する可能性があると考えられる。 

 都心部などの低所得層集中地域において、開発に伴い高所得層

が流入し、地域の富裕化が進むことは「ジェントリフィケーショ

ン」と呼ばれる。ジェントリフィケーションは開発を伴うのに対

して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会変動は概

ね開発に伴うものではない。感染拡大に伴う社会変動は、人口流

出による都市空間における社会階層の入れ替えや空洞化を生じ

させうる。その結果として、都市空間で生じるものは、ジェント

リフィケーションで見られたような地域の富裕化ではなく、経済

的生産性の停滞や所得水準の低迷であることが示唆される。 

5. 本研究の結論

 都道府県データの分析から、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大が深刻な地域では転出者や失業者が多いという、感染拡大の

状況と社会変動に関連性が見られることが示された。加えて、そ

の社会変動がもたらしうる都市空間への影響についても考察を

行った。なお、本研究で用いたデータは2020年1月から9月ま

でのものであり、「第3波」などを対象に含めたデータも今後必要

となる。また、社会変動がもたらす都市空間への影響に関する詳

細なメカニズムを解明することも今後の課題であろう。 
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人口あたりの感染者数 0.515 ** 0.318 *

※ 「*」は５％水準で有意であることを示している。

完全失業率
完全失業率の

増減

※ 「**」は１％水準で有意であることを示している。
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