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大量の論文情報をデータサイエンス手法で解析することでCOVID-19関連

研究の概観を可視化し、日本の現状や課題を考察する

2019年後半から始まったCOVID-19の感染拡大は、2021年5月26日の分

析時点において、全世界で、1億人を超える感染者と3百万人以上の死

者を出し、なおその数は増えている。感染封じ込めのためのロックダウンや

検疫、コンタクトトレーシング（接触確認）による感染者把握、新規のワ

クチン開発などの取り組みは、国や地域に応じて異なり、全世界で発表さ

れる研究論文は、各国の取り組みの違いを強く反映しているものと思料さ

れる。しかしながら膨大なデータや数万本の研究論文を1つ1つ把握、理

解することは人間の能力では限界がある。国や組織による意思決定をエ

ビデンスに基づいて行うには、全体を俯瞰し自国の特徴や他国との差異を

理解する必要がある。そこで、本稿では、全世界的な出来事である

COVID-19への対応をデータサイエンスの手法を用いて分析を行い、国・地

域ごとの違いをわかりやすく可視化することで、それぞれの注力領域や重

要な研究領域の概観を把握し、加えて諸外国と比較した時の日本の課

題の考察を試みた。

ワクチン接種の増加とともに、世界のCOVID-19症例数、死者数の増加

は抑えられているが、国・地域ごとに状況は大きく異なる

5月26日現在、COVID-19の症例数は全世界で累計1億6千万件、死者

数は300万人を超え、なお増加を続けている。一方で、米国や英国の企

業を中心に開発されたワクチンが承認され、2021年からワクチン接種数は

急激に増加し、8億近くまで及んでいる。ワクチン接種数の増加ペースは症

例数の増加ペースを大幅に上回り、このままワクチン接種が順調に進めば、

COVID-19の感染拡大は収束の方向に向かうと思われる。しかしながら、

国や地域ごとに症例数の推移やワクチンの接種状況は大きく異なり、陽

性率0%を達成しているオーストラリアのような国もあれば、変異株による感

染爆発が起きているインドのような国もある。

日本では、人口当たりの症例数、死者数ともに先進国31か国の中でそ

れぞれ4位、5位であり、諸外国と比較して少ない。一方で、ワクチン接種

数も少なく、人口当たりの累計ワクチン接種数は、先進国31か国中最下

位である。また、陽性率はデータが取得可能な26か国中3番目に高く、検

査対象者の違いはあるものの、収束までの道のりはまだ長い。膠着状態

を長く続けるのではなく、経済活動再開に向けて積極的なアクションをとっ

ていく必要がある。

圧倒的な論文数を誇り研究のハブになる米国、注目度の高い初期論文

を多数有する中国、先進国の中でCOVID-19関連研究が活発ではない

日本

4月30日時点でPubMedに収載されているCOVID-19関連論文は12万

8,952本に及ぶ。最も論文数が多いのは米国、続いて中国、英国である。

被引用論文数の合計値は、中国が最も大きく、続いて米国、英国と続く。

時系列で見ると、2020年1～3月に中国が先行して多くの論文を投稿し、

これらの論文の被引用数が非常に大きくなっていることからCOVID-19感染

拡大初期の中国の論文が大きな注目を集めていることがわかる。4月以

降は米国の論文数が伸びており、研究の主軸が米国に移っていると考え

られる。

日本の累計論文数は先進国31か国の中では11位だが、人口当たりの論

文数でみると30位、平均被引用数は20位であり、日本のCOVID-19関連

研究は先進国の中では活発でない可能性が窺え、研究動向のより具体

的な深堀の必要性を感じさせる結果となった。

直近では、「ワクチン」、「デジタルヘルス」などの研究論文数が増加、しか

し日本はこれらの分野でプレゼンスを発揮できず

自然言語処理を用いた論文のクラスタリング、キーワード抽出などにより、

27の研究テーマを独自に定義した。これを研究分野（縦軸：3カテゴリ：

『医薬・バイオ』、『公衆衛生』、『情報技術』）と感染症対策の段階

（横軸：5カテゴリ：『予防』、『発見・封じ込め』、『治療』、『基礎研究・

技術』、『社会・経済活動』）の2軸に分類した結果、『発見・封じ込め』

カテゴリに属する「診断」に関する研究テーマを扱う論文割合が最も多く、

続いて『治療』カテゴリの「合併症・併存症」、『社会・経済活動』カテゴリ

の「心理的影響」と続いた。そのほか『治療』の「投薬・手術」や『予防』の

「ワクチン」、『発見・封じ込め』の「検疫・封鎖（ロックダウン）」などの研

究トピックの論文割合も他の研究カテゴリ・研究トピックと比較して多かっ

た。『予防』、『発見・封じ込め』、『治療』の論文が多く掲載されていたこと

から、感染症対策の各段階で漏れなく研究が進めらていることが確かめら

れた。また、「心理的影響」の論文割合が多いことは、今回の感染症の影

響が肉体的なものに限定されず、精神的にも大きな影響を与えていること

を物語っている。

主要な研究テーマは、感染拡大初期と今回の分析時点では大きく異なっ

ている。横軸における主要な研究カテゴリは、 『発見・封じ込め』→ 『治

療』→ 『予防』・ 『社会・経済活動』の順で変化しており、感染症の理解

と把握、治療、そしてワクチン接種などによる予防という流れで変化してき

たことがわかる。縦軸では、『情報技術』に関する研究テーマの論文割合が

徐々に増えている。やはり、研究においては、求められているニーズやトレン

ドに応じて研究テーマを発展させていくことが重要である。

日本の論文についてみると、世界では論文数が伸びている『予防』 、『情

報技術』の論文割合は全体的に少ない。全論文に対する研究トピックご

との論文割合をもとに算出した研究トピックの注力度は、 『予防』の「ワク

チン」で先進国31か国中26位、 『情報技術』の「デジタルヘルス」で28位、

それら両方に該当する「予測」で28位となり、世界では伸びている研究ト

ピックへの注力度が低いことが明らかとなった。経済活動の再開には「ワク

チン」接種の推進が必須であり、また「デジタルヘルス」などの『情報技術』

はCOVID-19に限らず今後の医療において重要な領域である。喫緊で重

要な領域と今後の社会や科学技術の発展に重要な領域の研究に注力

できていないのは好ましい状況とは言えず、これらの領域への投資を拡充、

研究を加速化する必要性が窺えた。

アフターコロナにおいて、「デジタルヘルス」や「インフォマティクス」、「差別・

平等」などが重要な研究テーマ候補

ワクチン接種人数の増加による集団免疫の獲得により、中期的には

COVID-19のパンデミックは収束の方向に向かうと思われる。今後は、

COVID-19関連研究の成果や知見をCOVID-19以外の研究や医療、公衆

衛生に活用していくことが重要である。分析対象としたCOVID-19関連論

文を引用している論文の研究分野に着目することで、COVID-19以外の研

究分野への応用可能性について分析した。その結果、COVID-19以外の

研究分野の論文からの引用割合が多い研究トピックとして、「デジタルヘ

ルス」、「インフォマティクス」、「差別・平等」が浮かび上がった。また、「ワク

チン」も他分野からの引用割合が6番目に多い研究トピックであり、今回

用いられたmRNAワクチンが他分野の研究者からも注目されている可能性

が示唆された。これらの領域は前述したように日本の注力度の低い研究

トピックであり、アフターコロナの世界においても重要となる研究の推進が遅

れている可能性が示唆された。

アフターコロナの世界を見据えた研究の発展に向けて

今回採用したアプローチにより、COVID-19関連研究の外観と、日本をはじ

めとする各国が抱える研究課題の一側面が可視化された。一方で、研

究テーマの詳細やその背景の調査、具体的な解決策の提示には踏み込

むことができなかった。データ主体の定量的な分析と、人が主体の定性的

な調査や仮設の構築を組み合わせることで、問題の本質を明らかにし、

解決のための提言を続けていくことが重要であろう。また、研究動向だけで

はなく、経済への影響なども含めて論じることも重要だと思われる。

調査・分析アプローチのブラッシュアップや様々な専門家との議論により、

手法の高度化に加えて、分析結果の応用についても検討していく。本分

析手法は有望な研究領域の発見や技術力を有するベンチャー企業の発

掘などへの応用が考えられる。今後も、エビデンスに基づいた意思決定支

援に貢献するための挑戦を続けていく。
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概要

COVID-19の感染拡大に伴い、世界中の組織で感染拡大を抑えるための

研究活動が進められている。 国や組織の有効な意思決定には、研究動

向の全体像を俯瞰的に把握し、エビデンスに基づいた議論をすることが重

要である。多岐に亘る分野の膨大な研究内容を横断的に俯瞰し、動向

を把握するには、データサイエンスの手法を用いたマクロ分析が有効である

と考えられる。今回、医学・生物学文献データベースであるPubMedに

2021年4月までに収載された12万本以上のCOVID-19関連論文を用いて、

複数のデータサイエンス手法を組み合わせた分析による、研究動向の可

視化を試みた。また、感染状況やワクチン接種の状況などと比較すること

で、各国のCOVID-19感染対応の違いについても考察し、日本の取り組み

の現状把握と課題の把握を試みた。

COVID-19の感染拡大と感染収束に向けた取り組み

2019年後半から始まったCOVID-19の感染拡大は、2021年5月26日現在

も全世界で猛威をふるっている。全世界で、1億人を超える感染者と数百

万人の死者を出し、なお犠牲者の数は増え続けている。全世界が巻き込

まれているこの惨事に対して、人類は様々な方法で立ち向かっている。ロッ

クダウンや検疫、コンタクトトレーシング（接触確認）による感染者把握、

そして前例のないスピードで進められたワクチン開発などである。これらの取

り組みにはこれまで人々が蓄積してきた知見や科学技術が活用されてい

る。コンタクトトレーシングには、スマートフォンのブルートゥース機能を活用し

た感染者との接触を把握する機能が実装されており、多くの国でスマート

フォンOSのベンダーによって開発されたAPIをベースにコンタクトトレーシング用

のアプリケーション開発が進められた。また、今回開発されたmRNAワクチン

は、初めて人体向けに実用化された技術であり、その開発も前例のない

短期間で行われた。さらに、各国ともに空港の封鎖や都市のロックダウン

など、前例のない大がかりな施策を実施し、効果検証と経済への影響を

確認しながら施策の最適化を試みていると考えられる。

COVID-19関連の論文データ

このように、COVID-19の感染拡大に対して、人類は過去の知見や科学技

術をフルに活用して、新しい技術開発や公衆衛生施策を策定しており、こ

の未曽有の危機をきっかけとして、科学や文明を前進させている。これらの

取り組みは論文などの形で全世界に共有されることで、世代をまたいで人

類共通の知的財産として蓄積され、感染症対策に留まらず、今後の科

学技術の発展や公衆衛生施策の策定に用いられるであろう。従って、

COVID-19への対応の取り組みを把握するには論文データの活用が有効で

あり、論文の研究テーマなどの動向を分析することで、各国の取り組みの

違いの一面を把握し、国や組織による様々な意思決定がエビデンスに基

づいてでできるようになると考えられる。ただし、COVID-19に関する研究に

ついては、世界中で日々新規の論文が公表されており、膨大な研究論

文を1つ1つ把握、理解することは人間の能力では限界がある。従って、

データサイエンスを活用したマクロ分析のアプローチが有効であると考えられ

る。

現状のデータ活用事例

COVID-19の世界的な感染拡大において、今まで見られなかった規模で

データ収集と活用が進められている。 Johns Hopkins University（JHU）

のCenter for Systems Science and Engineeringでは、感染拡大初期から

各国の感染状況の収集と公表を進めている。また、貧困や気候変動、

感染症といった世界の重要課題に関する研究やデータを公開しているウェ

ブベースのサービスである Our World in Data（OWID）は、JHUの公開デー

タを含めた全世界のCOVID-19に関するオープンデータを収集し、症例数、

死者数、ワクチン接種状況、検査数などについて日々アップデート、公開

しており、感染対応の現状把握に非常に有用である。他にも、位置情報

を活用した、人々の行動変容に関するデータ収集などの取り組みもある。

また、論文データのメタ分析に関しても複数の取り組みが公開されている。

例えば、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）では論文の引

用数やキーワードの変化、研究分野を比較し、投稿数や被引用数の高い

国の抽出、増加傾向にある研究領域などの探索をしている*1。また、文部

科学省 科学技術・学術政策研究所（NISTEP）では、過去の感染症

（SARS）との論文数の推移の比較、論文のタイトル・概要に基づく研究

テーマの分析、国・地域ごとの論文数の推移を分析し、その違いを可視化

している*2。また、Complutense University of Madrid、University of Sao

Pauloなどでは、COVID-19のパンデミック前と現在の国際共著数、オープン

アクセス論文数などを比較し、パンデミック前からの変化について考察して

いる*3。

調査分析の目的

既存の分析では、感染状況に関する情報と研究動向に関する情報が独

立して分析されており、それら双方を関連付けた議論は少ないため、各国

が取り組むべきアクションに関して、インサイトを得るのが難しい。また、現

状では、その他にも様々な情報が点在しており、全体を俯瞰した議論がし

づらい状況にある。そこで、本稿では、COVID-19の感染対応状況と研究

動向の両方の情報を組み合わせて分析し、各国の差異を比較するととも

に、日本の現状と課題について考察した。また、各国の感染対応状況と

研究動向を1つのダッシュボード化し、各国の状況を俯瞰できるようにした。
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活用したリソース

◼ デモグラフィック情報／感染対応状況

各国の基本的なデモグラフィック情報や感染状況及びその対応状況を把

握するために、主として以下のデータを用いた。

➢ データベース名

• Our World in Data

➢運用機関

• University of Oxfordの研究チームが中心となり運用

➢ データ取得基準日

• 2021年5月26日

➢使用した主なデータ項目

• date

• location

• population

• population_density

• aged_65_older

• gdp_per_capita

• hospital_beds_per_thousand

• positive_rate

• new_vaccinations_smoothed_per_million

• new_cases_smoothed_per_million

• new_tests_smoothed_per_thousand

• new_deaths_smoothed_per_million

• total_vaccinations_smoothed_per_million

• total_cases_smoothed_per_million

• total_tests_smoothed_per_thousand

• total_deaths_smoothed_per_million

◼ 研究動向

各国の論文の掲載動向を把握するために主として以下のデータを用いた。

➢ データベース名

• PubMed

➢運用機関

• United States National Library of Medicine（NLM）

➢ データ取得基準日

• 2021年4月30日

分析のための準備

➢先進国の定義

• 本分析では先進国の定義として、OECD高所得会員国（HIE

OECD ） を ベ ー ス と し て 、 以 下 の 31 か 国 と し た 。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、イスラエル、イタリア、

イギリス、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、

韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベ

ニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、

ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、

ルクセンブルク

➢論文への国情報の割り当て

• 論文著者の所属機関の情報を基に、論文に国情報の割り当て

を行った。著者が複数の場合、若しくは所属機関が複数の場合

は複数国を割り当てた。ただし、所属機関情報の記載方式は

統一されておらず、所属国を割り当てられた論文は全体の約

85%となった。

➢論文の研究トピックの推定

• 研究トピックの推定では、データサイエンスのアプローチを用いるこ

とで半機械的な処理を可能にし、大量の文献の処理を実現し

た。主に、自然言語処理を用いた論文のクラスタリングや特徴

語抽出などを行い、COVID-19に関する研究トピックを設定、各

論文の研究トピックへの該当有無を判定した。

• タイトルやアブストラクトなどの一般的な論文のテキスト情報に加

えて、MeSHなどのPubMed独自に定義された項目を活用するこ

とでより多くの論文に研究トピックを割り当てた。

• 1本の論文が複数の研究トピックを含むことも想定し、研究トピッ

クの割り当てには排他的な手法は用いていない。よって、割り当

てられたトピック数が2以上の論文も存在する。

➢研究トピックのカテゴリ分け

• 設定した研究トピックを研究分野（縦軸）と感染症対策の段

階（横軸）の2軸に応じてカテゴリ分けすることで、各国の注力

領域の違いの比較を可能にした。

• 研究分野（縦軸）は『医薬・バイオ』、 『公衆衛生』、 『情報技

術』の計3カテゴリを採用した。また、感染症対策の段階（横

軸）には、 WHOの公表資料などを参照し*4、 『予防』、『発見・

封じ込め』、 『治療』の3つの段階と『基礎研究・技術』 、そして

『社会・経済活動』の計5カテゴリを採用した。推定した研究テー

マをこの縦軸、横軸の交点に割り当てることで、各国が注力して

いる分野を整理して表示した（図1）。

• ただし、横軸の『社会・経済活動』については縦軸のカテゴリに対

応づけられないものが多いため、縦軸の研究分野とは独立とした。

分析の手法

◼ 研究動向

➢ COVID-19関連研究への注力度と注目度（図11）

• COVID-19関連研究における人口の違いの影響を取り除くため、

各国の人口10万人当たりのCOVID-19関連論文数を算出し、

COVID-19関連研究への各国の注力度とした。

• 各国のCOVID-19関連論文数に占めるCOVID-19関連論文の被

引用数の類計を算出し、COVID-19関連研究への注目度とした。

5

調査分析の手法

図1：研究トピックの分類

予防 発見・封じ込め 治療基礎研究・技術 社会・経済活動

医
薬
・

バ
イ
オ

ワクチン

予測

PCR

除染・消毒

検疫・封鎖（ロックダウン）

接触追跡（コンタクトトレーシングなど）

投薬・手術

診断

合併・併存症

医療資源

デジタルヘルス

創薬

生体内情報伝達

細胞侵入

（ｳｲﾙｽ受容体など）

変異種

経済

政策

立法・法律

心理的影響

教育

差別・平等
情
報

技
術

インフォマティクス
※統計・機械学習含む

公
衆

衛
生

予防行動

AI検査・診断

バイオマーカー

マスク・シールド 物理的距離（ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽなど）

感染症対策の段階（横軸）

研
究
分
野
（
縦
軸
）
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➢研究トピックの注力度（図12）

• 全論文に占める各研究トピックの論文数の割合を算出し、各研

究トピックの注力度の指標とした。

➢研究カテゴリ・研究トピックの成長率（図15～18）

• 2021年4月30日までの累計の論文数を2020年12月31日までの

累計の論文数と比較することで、直近で論文数が伸びている研

究カテゴリ・研究トピックを特定した。

➢各国の研究トピックの注力度の比較（図19）

• 前述（図12）と同様の手法で各国の研究トピックの注力度を

算出し、注力度を先進国間で比較することで、研究トピックの注

力度国別順位を算出した。中央である16位を白色、順位が高

いほど青色が、低いほど赤色が濃くなるようにヒートマップで示し、

合計論文数で国を降順に並べ替えた。

➢ COVID-19関連論文の引用先の割合（図20）

• 分析対象としたCOVID-19関連論文を引用している論文を

COVID-19関連の論文と他分野の論文に分け、引用先の割合

を算出した。

➢ 各研究トピックにおける他分野の論文からの平均引用割合（図

21）

• 分析対象としたCOVID-19関連論文の全引用数に占める他分

野からの引用数の割合を算出し、研究トピックごとの平均値を

各研究トピックにおける他分野の論文からの平均引用割合とし

た。

◼ 国・地域別研究動向ダッシュボード

➢各国のダッシュボード（図22,24,26,28,30,32,34）

• 各国のデモグラフィック情報、感染対応状況、研究動向を1国1

枚のダッシュボードとして情報を整理した。

➢ デモグラフィック情報

• 人口（人）、人口密度（人/Km2）、65歳以上人口割合

（%）、人口当たりGDP（international $）、千人当たりの病

床数をOWIDのデータを用いて可視化し、OWIDでデータが利用

可能な国における順位を表示した。

➢感染対応状況

• 直近の陽性率、累積症例数（百万人当たり）、累積死者数

（百万人当たり）、累積ワクチン接種数（百人当たり）、累

積検査数（千人当たり）を横棒グラフで示し、各項目の OWID

でデータが利用可能な国における順位を併記した。なお、陽性

率、累積症例数、累積死者数は値が低い順、累積ワクチン接

種数、累積検査数は値が高い順に順位付けしている。また、累

積症例数、累積死者数、累積ワクチン接種数については、全世

界の合計値を黒のリファレンスラインで表示した。

• 累積症例数（百万人当たり） 、累積死者数（百万人当た

り） 、累積ワクチン接種数（百人当たり） 、累積検査数（千

人当たり）の推移を折れ線グラフで示した。

➢研究動向

• 論文数、人口当たり論文数、被引用数の合計、最大、平均値、

及びそれらの順位を表示した。

• 研究トピック注力度は、各国の研究トピックの注力度を全世界

注力度を基準値（１）として標準化し、基準値より低ければ

赤色、高ければ青色が濃くなるようにヒートマップで示した。なお、

研究トピックの注力度は前述した手法（図12）により算出した。

➢注目論文

• 各国の注力度が高い、若しくは、特徴的な研究トピックから、被

引用数が高く、その研究トピックの内容をわかりやすく示している

論文を注目論文として抽出、例示した。

制約条件

本分析はいくつかの制約条件のもとで行われており、今後、これらの分析

上の制約を解決していくことで、より意義のあるインサイトが得られると考え

ている。以下が本分析における主な制約条件である。

➢各国の基本情報や感染対応状況には、Our World in Data

（OWID）を用いた。OWIDは、利用可能なデータを世界中からキュ

レーションしているが、国によって感染対応のポリシーやデータの収集・

公開の方法が異なり、必ずしも1対1で対応させることができない場

合がある。例えば、陽性率は検査対象者や検査数によって結果が

大きく異なる指標であるが、感染の可能性が高い患者にのみ検査

を実施する日本のような国もあれば、国民全体への検査を奨励する

中国のような国もある。各国のポリシーを考慮することで各国の比較

が精緻化される。

➢本分析で用いた研究論文はPubMedに収載されているもののみを用

いた。よってPubMedに収載されていないジャーナルの論文は含まれて

おらず、医薬・バイオ系の研究が中心となっている。

➢研究論文の注目度は、論文の被引用数を基に算出した。被引用

数は論文の掲載日からの経過日数が大きく影響する項目であり、

精緻な注目度の比較には、掲載からの経過日数の情報を考慮する

必要がある。

➢ COVID-19の研究領域は非常に多岐に亘る。本稿では各国の研究

動向を分かりやすく可視化し、容易に比較可能にすることを優先し

た結果、研究トピックの推定とカテゴリ分けにおいて、今回採用した

軸から外れる研究領域や、割り当てることはできるが可読性の観点

から除外した研究テーマがある。よって、研究トピックの比較に用いた

論文は全体の6割程である。分析・調査の目的に応じて今回除外し

た研究テーマ、論文を考慮する必要がある。

➢ PubMedの論文情報は、掲載後、時間とともに情報が拡充される。

例えば、掲載直後の論文には、MeSHは記載されていないことが多

い。定期的に更新された情報を用いて分析をアップデートすることで、

分類などの情報の精度を高めることが重要である。



1. Summary

➢ 2021年5月26日までの全世界累計で、症例数は1億6,841万

2,812件、死者数は349万8,443人。

➢ 2021年1月頃からワクチン接種数が急増、症例数の増加ペースを

上回り、全世界累計で、7億9765万2,756回。

➢ オーストラリア、イスラエル、ニュージーランド、シンガポールは陽性率

0.1%以下を達成している。一方、ネパール、アルゼンチン、モルディブ、

エクアドルは陽性率が30%以上となり、データ収集や検査方法の違

いはあるものの、感染対応状況は各国で大きな経時的変化があり、

各国の取り組みの違いが出ているものと推察される。膠着状態を

長く続けるのではなく、経済活動の再開に向けて積極的な対応を

とる必要がある。

2. 世界の感染対応状況

➢ 2020年1月以降の新規症例数、死者数、ワクチン接種数の推移

については、症例数、死者数は2020年1～2月に中国を主とする最

初の波があり、3月以降急増、4～12月頃まで増加傾向である。

12月後半にワクチン接種数が急激に増加、症例数の増加ペースを

上回り、それ以降は、新規症例数、死者数は横ばいか微増の傾

向にある。ワクチン接種数の増加による一定の感染抑制効果が出

ているものと考えられる（図2）。

➢ 5月26日までの全世界の累計で、症例数は1億6,841万2,812件、

死者数は349万8,443人、ワクチン接種数は7億9,765万2,756回で

ある。

3. 各国の症例数推移

➢ 国ごとに症例数は大きく異なり、時系列で変化している（図3）。

米国やイタリア、イスラエルは非常に大きく症例数が推移しているが、

直近では減少しているようにみえる。一方で、アルゼンチンは直近で

かなり増加している。インドは2021年3月頃までは抑え込みに成功

していたようだが、5月頃から急激に症例数が増加しており、変異株

による感染爆発の影響が表れていると推察される。シンガポール、

ニュージーランド、韓国は、2020年3～4月の一時的な増加はあるも

のの、その後現在まで抑え込みに成功している。他方、台湾のよう

に当初は感染対応の成功国といわれていたものの、直近で増加し

ている国もあることから、継続的な感染抑制の難しさが垣間見え、

各国の対応の成否が如実に出ているものと考えられる。

➢ 日本は、感染拡大初期の症例数は他国と比較して少なく、先進

国31か国中、症例数4位、死者数5位の少なさである。しかし、本

分析の実施時点では増加傾向にあり、症例数は、100万人当たり

35.2人、累計760万7,158件となっている。

4. 陽性率

➢ 感染の封じ込め状況を反映した指標として、COVID-19検査の陽

性率がある。感染症状が顕著にでている患者にのみ検査を実施し

ている国もあり、国が採用する検査方針により、この値は大きく変

わってくるものの、最終的には陽性率0%が全ての国の目指すべき

指標である。

➢ 陽性率は国によって大きく異なる（図4）。陽性率の低い国は、

オーストラリア、イスラエル、ニュージーランドと続き、オーストラリアでは

0%を達成している（図5）。上位国を見ると島国や半島国が多く、

国外からの流入抑制が非常に重要であると推察される。

➢ 一方、陽性率の高い国としては、ネパールが最も高く40%であるが、

その後アルゼンチン、モルディブ、エクアドルと続き、中南米の国が多

いのが特徴的である（図6）。

➢ 日本の陽性率はデータが取得可能な先進国26か国中3番目に高

く、検査対象者の違いはあるものの、収束までの道のりはまだ長い。
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結果：COVID-19の感染対応状況の概況

図3：主要各国の人口百万人当たりの症例数推移

ワクチン接種数

7億9765万2756回

図2：COVID-19新規症例数、死者数、ワクチン接種数1

5月26日までの累計

症例数

1億6841万2812件

死者数

349万8443人

出所：OWIDを基に作成

出所：OWIDを基に作成

図4：各国の陽性率
出所：OWIDを基に作成

図5：陽性率が低い上位15か国 図6：陽性率が高い上位15か国

出所：OWIDを基に作成 出所：OWIDを基に作成

0% 40%
（灰色はデータなし）



5. ワクチン接種数

➢ 感染封じ込めのためにはワクチン接種が必須とされている。百万人

当たりの累計ワクチン接種数は国によって大きく異なるが、先進国

の累計ワクチン接種数を比較すると、現時点でデータ取得可能な

先進国の中で日本は最も少ないことが明らかとなった（図7）。

8

図7：先進国のワクチン接種数
出所：OWIDを基に作成



1. Summary

➢ PubMedに収載されているCOVID-19関連論文数は累計で12万

8,952本に及び、新規論文の投稿状況は、2020年3月に急増し、5

月以降は毎月1万本前後で推移している。

➢ 米国・英国は論文数を伸ばし、COVID-19関連研究のハブになりつ

つある。一方で、中国は注目度の高い感染拡大初期に投稿され

た論文を多数有する。日本は先進国の中では人口当たりの論文

数、平均被引用数が少なくCOVID-19関連研究が活発とは言い

難い。

➢ 世界では、直近、「ワクチン」、「デジタルヘルス」などの研究トピック

の論文の増加率が高いが、日本は当該領域への注力度が低い。

➢ 「デジタルヘルス」や「インフォマティクス」などはCOVID-19以外の研究

分野での注目度が高い領域であり、アフターコロナの世界でも重要

な研究領域になると推定され、今後の重要領域を踏まえた研究

投資の検討が必要である。

2. 論文数

➢ 4月30日時点でPubMedから取得したCOVID-19関連論文は累計

12万8,952本に及ぶ。

➢ PubMed収載日を基準日とした、2020年1月以降の論文数の月

次推移を見ると、2020年3月以降論文数が急増、5月以降は1万

本前後で推移しており、ハイペースな研究活動が継続していることが

窺える（図8）。また、論文数の急増時期と症例数の急増時期

はおおむね一致しており、世の中の状況変化に対して、ほとんどタイ

ムラグなく、研究活動が展開され、論文という形で情報が共有され

ていることがわかる。1つのイベントに対する世界中の取り組みの結

果が即刻共有されている状況である。

3. 各国の論文数被引用数

➢ 論文著者の所属機関情報をもとに、論文に国情報を割り当てた

結果、論文数は米国が32,609本と最も多く、2位の中国（13,558

本）の2倍以上の本数だった（図9）。3位は英国（13,211本）、

以降イタリア（11,448本）、インド（7,218本）、スペイン（5,481

本）と続く。論文数上位は先進国が多い中、中国やインドに加え

ブラジル（3,656本）や南アメリカ共和国（1,196本）などの新興

国、イラン（2,839本）、トルコ（2,375本）、サウジアラビア

（1,863本）といった中東諸国も認められた。COVID-19が世界中

の人々の関心事項であり、全世界の研究機関が研究に取り組ん

でいることが確認された。

➢ 被引用数の合計本数は中国（354,940本）が米国（307,181

本）を超え1位であり、英国（142,206本）、イタリア（113,658

本）、ドイツ（62,256本）と欧米諸国が続いた。被引用数につい

て、引用数合計に占める各国の割合を月次推移で見ると2020年

1～3月には中国の割合が最も大きいが、4月以降は中国の割合

は縮小し、代わって米国が最大となり、それが直近まで続いているこ

とがわかる（図10）。また、2020年9月以降は、さらに中国の割合

が縮小し、以降現在まで2位は英国である。これらのことから、中国

の研究機関が感染拡大発生初期に残した論文が、世界中の研

究機関から多数の引用を受け、その後、米国・英国がCOVID-19関

連研究の中心となっていると考えられる。

➢ 日本の論文数は2,240本で16位、被引用数は18,506本で15位

だった。科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の科学技術指標

2020によると*5、日本の自然科学系論文数は2016～2018年の平

均では世界4位であり、全体の研究と比較するとCOVID-19に関す

る研究は活発ではない可能性が窺えた。
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結果：COVID-19関連の研究動向

図8：論文数の推移
出所：PubMedを基に作成

図9：各国の論文数、被引用数
出所：PubMedを基に作成

国名
論文数
順位

被引用
数順位

論文数 被引用数

図10：被引用数の各国の割合の推移
出所：PubMedを基に作成

32,609 307,181

354,940

■China ■United States ■United Kingdom ■Italy ■Germany ■その他の国

Japan

■論文数（グラフ中の数字は論文数） ■症例数



4. 先進国の研究動向の比較

➢ 前項では、「論文数」 、「被引用数」が多い国に着目して比較を

行ったが、これらの指標は人口、及び経済発展のレベルに大きく左

右されると考えられる。そこで、分析対象を先進国に絞り、さらに人

口の違いによる影響を取り除くため人口10万人当たりの論文数と

平均被引用数を用いて、COVID-19関連研究への取り組みを比較

した。

➢ 「論文数（10万人当たり）」と「平均被引用数」を指標として、

COVID-19関連研究への注力度と注目度を可視化した結果、日

本の論文数（10万人当たり）は、先進国31か国中30位、平均

被引用数は20位であり、先進国の中で見ると注力度も注目度も

低いという事実が明らかとなった（図11）。欧州諸国は症例数や

死者数が日本より多く、その分研究活動が活発という捉え方もで

きるが、韓国やオーストラリアは、注力度、注目度ともに日本より高

いにも関わらず、単位人数当たりの累計症例数、及び死者数が

日本より小さい。つまり、必ずしもCOVID-19関連研究の注力度、

注目度と感染拡大の深刻度は一致しないと言える。

➢ これらの結果から、日本のCOVID-19への対応は、症例数こそ比較

的低値に抑えられているものの、研究への取り組みやワクチン接種

などの積極的な感染対応の面で、先進国の中では後れを取ってい

ることがデータから推察できる。
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5. 研究トピックの設定とカテゴリ分け

➢ 自然言語処理のアプローチにより定義した27の研究トピックを、研

究分野（縦軸）と感染症対策の段階（横軸）の2軸に分類し、

全論文数に占める各研究トピックの論文の割合を算出し、各研究

トピックの研究に対する注力度の指標とした（図12）。その結果、

「診断」を扱う論文の割合が0.198と最も高く、続いて「合併・併存

症」（0.167）、「心理的影響」（0.099）と続いた。研究分野

（縦軸）でみると『医薬・バイオ』カテゴリに注力度の高い研究が

集中していたが、『公衆衛生』、『情報技術』カテゴリにも「検疫・封

鎖」 （0.045）や「デジタルヘルス」 （0.037）など、比較的高値を

示す研究トピックが存在していた。感染症対策の段階（横軸）で

見ると、『発見・封じ込め』、『治療』カテゴリに注力度の高い研究ト

ピックが多かった。また、『社会・経済活動』カテゴリの「心理的影

響」（0.099）の論文割合が高いことは、今回の感染症の影響が

肉体的なものに限定されず精神的にも大きな影響を与えていること

を物語っている。

図12：各研究トピックの注力度

出所：PubMedを基に作成

図11：先進国における論文数（10万人当たり）、平均被引用数

論文数

日本は注力度、

注目度ともに低い

出所：PubMedを基に作成

累積症例数

（百万人当たり）

Czechia

Poland

United States

New Zealand



➢ 同様に、各研究カテゴリの論文割合の月次推移をみると、感染拡

大初期と現在では、その構成割合が大きく変化している。研究分

野（縦軸）では、感染拡大初期は『医薬・バイオ』カテゴリがほと

んどを占め、続いて『公衆衛生』カテゴリが増加、最近は『情報技

術』カテゴリの伸びが著しい（図13）。感染症対策の段階（横

軸）では、 『発見・封じ込め』→ 『治療』→ 『予防』・ 『社会・経済

活動』の順で割合が増えている（図14）。各研究カテゴリについて、

2021年4月30日までの論文数を2020年12月31日までの論文数で

除することで、直近で論文数が伸びている研究カテゴリを特定した

（図15、16） 。研究分野（縦軸）では、『情報技術』カテゴリが

論文数が最も増えており（147％）、感染症対策の段階（横

軸）では、『予防』カテゴリが最も論文数が増加していた

（178％） 。各研究トピックの論文数の増加率についても分析を

行ったところ、『情報技術』カテゴリでは、「AI検査・診断」（170%）、

「インフォマティクス」（168%）、「予測」（155%）が上位となって

おり、AIやインフォマティクスといったテクノロジーを活用した解決策の

模索が進んでいると推察される（図17）。求められているニーズや

トレンドに応じて研究を発展させていくことが重要だと言える。また、

『予防』カテゴリでは「ワクチン」（206%）、「予防行動」（175%）、

「予測」（155%）が上位であった（図18）。このことから、研究の

主軸が『発見・封じ込め』や『治療』などの応急的な対応から、『予

防』という恒久的な対応へとシフトしていること、そしてその対応の中

心が「ワクチン」接種になりつつあるということが明らかとなった。
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図15：研究分野（縦軸）カテゴリの論文数増加率

出所：PubMedを基に作成

図16：感染症対策の段階（横軸）カテゴリの論文数増加率

出所：PubMedを基に作成

■医薬・バイオ ■公衆衛生 ■情報技術

図13：研究分野（縦軸）の各カテゴリの論文割合の推移

出所：PubMedを基に作成
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■社会・経済活動 ■治療 ■発見・封じ込め ■予防 ■基礎研究・技術

図14：感染症対策の段階（横軸）の各カテゴリの論文割合の推移

出所：PubMedを基に作成
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図17：『情報技術』カテゴリにおける研究トピックの論文数増加率 図18：『予防』カテゴリにおける研究トピックの論文数増加率

縦軸

縦軸 横軸

横軸

出所：PubMedを基に作成
出所：PubMedを基に作成



6. 各国が注力している研究トピック

➢ 図12を算出したのと同様の手法を用いて、国ごとに各研究トピック

の論文がその国の全論文数に占める割合を算出し、各国が注力し

ている研究トピックを推定、研究トピックごとに各国の注力度を順

位化した。そして、論文数で降順に並び替え、先進国における研究

トピックの注力度を比較した（図19）。

➢ 各国が注力している領域を比較すると、例えば、米国では、「デジ

タルヘルス」や「教育」などで先進国31か国中1位となっている他、

「ワクチン」、「PCR」をはじめとする多くの研究トピックで注力度が10

位台と中位程度に位置しており、様々な研究トピックをバランスよく

研究していると推察される。また、オーストラリアやニュージーランドで

は『医薬・バイオ』カテゴリの研究トピックは下位に位置しているもの

の、『公衆衛生』カテゴリ及び『社会・経済活動』カテゴリにおいては

上位に位置しており、政治主導の行動制限や公衆衛生施策の最

適化などにより、感染の封じ込めに成功しているのではないかと考

えられる。

➢ 日本と韓国の各研究トピックの注力度は類似性が高く、『医薬・バ

イオ』カテゴリ及び『公衆衛生』カテゴリにおいて、比較的上位に位

置している。しかし、韓国が『情報技術』カテゴリで10位の以内の研

究トピックが3つあるのに対し、日本は同カテゴリの研究トピックは全

て16位以下である。また、韓国の「ワクチン」の注力度が11位なのに

対し、日本の「ワクチン」の注力度は26位である。つまり、日本は前

項で見出した成長性の高い研究トピックへの注力度が低いことが

明らかとなった。
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図19：研究トピックの注力度ランキングのマッピング
出所：PubMedを基に作成
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7. COVID-19以外の研究分野からの引用

➢ ワクチン接種の推進とともにパンデミックは収束の方向に向かうと見

込まれているが、今後はアフターコロナを見据えた研究への投資を

進める必要がある。そこで、COVID-19関連研究のCOVID-19以外の

研究分野への適用可能性を把握するために、分析対象とした

COVID-19関連論文を引用している論文がCOVID-19関連論文か

否かを分析した。その結果、全体の引用文献のうち、95.16%が

COVID-19関連論文、4.84%がCOVID-19以外の研究分野の論文

だった（図20）。

➢ COVID-19以外の研究分野への適用可能性が高い研究トピックを

推定するために、本稿で分析対象としたCOVID-19関連論文につい

て、各論文の全引用数に占める他分野からの引用数の割合を算

出し、研究トピックごとに平均値を算出した（図21）。他分野の

論文からの引用割合が多い研究トピックの上位は、「デジタルヘル

ス」、「インフォマティクス」、「差別・平等」だった。また、「ワクチン」も

全体で6番目に多い研究テーマであり、今回初めて用いられた

mRNAワクチンが他分野の研究者からも注目されている可能性が

示唆された。

➢ COVID-19以外の研究分野との親和性が高いと考えられる他分野

からの引用が多い上位5位の研究トピックは、いずれも『情報技術』、

『社会・経済活動』カテゴリの研究トピックである（図21）。これら

について、日本の注力度を見ると、先進国31か国中「デジタルヘル

ス」：28位、「インフォマティクス」：22位、「差別・平等」：19位、

「AI検査・診断」：16位、「立法・法律」 ：22位といずれも低位に

位置しており、アフターコロナの世界において重要な研究領域に出

遅れている可能性が示唆された（図19）。

➢ また、他分野からの引用が6番目に多い「ワクチン」については、日

本の注力度は26位と低位である（図19）。
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研究トピック

図21：各研究トピックにおける
他分野の論文からの平均引用割合

他分野の論文からの

引用割合の平均

図20：COVID-19関連論文の引用先の割合

出所：PubMedを基に作成

出所：PubMedを基に作成

COVID-19関連研究動向のダッシュボード化

➢ 前項までみてきたように、各国・地域のCOVID-19感染対応状況と、研究動向には強い関連が認められる。各国・地域のCOVID-19対応の概況

を直感的に把握することを目的とし、基本的なデモグラフィック情報、COVID-19対応状況、研究動向を国・地域ごとに可視化、1ページで全体像

を掴めるようにすることを目指した。次項以降では作成したダッシュボードの一部として、日本および比較対象の国・地域のダッシュボードを論文数

の多い順に例示した。なお比較対象の国・地域は、近隣の東アジアから韓国、台湾、陽性率を低く抑えているオーストラリア、英国、研究論文

数、被引用数の多い米国、中国を選定した。

➢ なお、“4.研究動向”の研究分野への注力度には、”COVID-19関連の研究動向 6.各国が注力している研究トピック”で算出した研究トピックご

との各国の注力度を” COVID-19関連の研究動向 5.研究トピックの設定とカテゴリ分け”で算出した全世界の基準値（図12）を1として標準

化した値を用いた。

他分野の論文

COVID-19関連論文

引用先
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1. Summary

➢ 症例数、死者数の累計値は全世界の基準値より高いが、ワクチン

接種を早期に開始しており、直近では症例数、死者数ともに減少

傾向である。

➢ 論文数1位、被引用数2位とCOVID-19関連研究をリードしており、

様々な分野を満遍なく研究している。特に「差別・平等」、「デジタ

ルヘルス」への注力度が非常に高い。

2. デモグラフィック情報

➢ 人口は3億人を超え世界3位、人口密度は中国よりも低く、人口

当たりGDPは世界13位の経済大国である。病床数は千人当たり

2.77と日本や韓国と比較すると非常に少なく、世界72位である。

3. 感染対応状況

➢ 米国の累計症例数、死者数は非常に多く、共に全世界の値（黒

線）を超えている。一方で、検査数15位、ワクチン接種数17位と

英国同様積極的な感染状況の把握と収束のためのアクションを

とっており、時系列推移をみるとワクチン接種数の増加とともに症

例数、死者数が減少していることがわかる。

4. 研究動向

➢ 論文数は3万件を超え世界1位、被引用数も合計値で2位であり

COVID-19関連研究をリードしていると言える。

➢ 研究トピック注力度は、全体的に薄い青、又は赤色であり、様々

なトピックに満遍なく注力していると考えられる。ただし、論文数が

多いため基準値への影響が強く、基準値と類似の傾向になりやす

い点は留意する必要がある。

➢ 英国同様『社会・経済活動』カテゴリの注力度がほぼ基準値の1

倍以上であり、特に「差別・平等」の論文割合が基準値の1.99倍

と高値であり、パンデミックを背景としたアジア人差別などの影響が

認められる。また、「デジタルヘルス」も基準値の1.55倍と非常に高

い。

5. 注目論文

➢ 「デジタルヘルス」において被引用数が高い論文として、 2020年3月

に収載された論文が抽出された（図23）。米国ではパンデミックの

初期から、COVID-19対策としてテレメディスン（遠隔医療監視）

に着目していたことが確認された。パンデミック以前から遠隔医療や

医療へのデジタル活用を積極的に推進していると推察される。

結果：国・地域別研究動向ダッシュボード（米国）

図22：米国のダッシュボード
出所：PubMed、OWIDを基に作成

図23：注目論文出所：PubMedを基に作成

※黒線は全世界の値

COVID-19に対応するための

テレメディスンの応用案に関する論文



※黒線は全世界の値
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1. Summary

➢ データの信頼性には留意する必要があるが、症例数、死者数の累

計値は低く、ワクチン接種も進んでいる。

➢ COVID-19患者の臨床的な特徴に関する初期論文群が世界の研

究機関から注目されていると推察される。

2. デモグラフィック情報

➢ 約15億人と世界最大の人口を誇るが、国土も広く人口密度はそ

れほど高くない。単位人数当たりの病床数は世界38位である。

3. 感染対応状況

➢ COVID-19の発端が中国の武漢であり、症例数と死者数は感染拡

大初期に増加したが、その後低値に抑えられており、現時点での累

積症例数と死者数は全世界7位である。また、ワクチンの接種も早

くから開始しており、累積ワクチン接種数も全世界の基準値よりも

多く、中央集権的に対策を迅速に進めていることが窺える。

➢ ただし、陽性率や検査数など取得できない情報もあり、データの信

頼性には留意する必要がある。

4. 研究動向

➢ 論文数は1万3千を超え世界1位、人口当たり論文数は95位であ

る。被引用数は合計値、最大値ともに1位であり、注目度も世界1

位である。

➢ 『基礎研究・技術』、『予防』、『発見・封じ込め』カテゴリで注力度

が比較的高値を示す研究トピックが多く、特に「AI検査・診断」や

「バイオマーカー」、「予測」において、それぞれ基準値の1.95倍、1.97

倍、1.64倍と注力度が高い。

➢ 一方で、『社会・経済活動』カテゴリが軒並み低い点は、社会主義

国の特色がでていると解釈できる。

5. 注目論文

➢ 被引用数が非常に多い論文として「診断」、「合併・併存症」トピッ

クに属する論文が抽出された（図25）。当該論文は2020年1月

にPubMedに収載されたCOVID-19患者の臨床的特徴に関するもの

であり、中国のパンデミック初期のCOVID-19患者の症状の特徴に

ついて記述された論文が全世界の研究機関から引用されることで

中国の被引用数が伸びていると推測される。

結果：国・地域別研究動向ダッシュボード（中国）

図25：注目論文出所：PubMedを基に作成

図24：中国のダッシュボード
出所：PubMed、OWIDを基に作成

武漢のCOVID-19患者の

臨床的な特徴に関する論文
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1. Summary

➢ 症例数、死者数の累計値は全世界の基準値より高いが、ワクチン

開発に注力し、ワクチン接種を早期に開始、直近の陽性率は世界

5位の少なさであり、感染収束の方向に近づいていると思われる。

2. デモグラフィック情報

➢ 人口は日本の約半分で6千7百万人、病床数は日本の4分の1以

下である。

3. 感染対応状況

➢ 英国の症例数や死者数には大きな波があり、累計症例数、死者

数はそれぞれ148位、169位と、世界でも多くなっている。一方で、

検査数8位、ワクチン接種数13位と積極的な感染状況の把握と

収束のためのアクションをとっており、直近では症例数が減少、陽

性率も0.2%で世界5位と好転している。

4. 研究動向

➢ 論文数は約1万3千で世界3位、人口当たりの論文数でも世界7

位であり、かなり研究に力をいれているものと推定される。被引用

数の合計値は3位、平均値は32位である。

➢ 『社会・経済活動』カテゴリの注力度がほぼ基準値の1倍以上であ

り、特に「経済」、「政策」、 「教育」の論文割合がそれぞれ基準値

の1,47、1.28、1.24倍と高値であった。このことから、社会課題に対

しての取り組みが盛んであると考えられる

➢ 『予防』カテゴリの注力度は全体的には低いが、「ワクチン」に関して

は1以上である（基準値の1.18倍）。

5. 注目論文

➢ 「ワクチン」研究が活発な英国では、COVID-19ワクチンの臨床研究

に関する論文が投稿されており、その被引用数から、非常に多くの

注目を集めていることがわかる（図27）

結果：国・地域別研究動向ダッシュボード（英国）

図26：英国のダッシュボード

図27：注目論文

出所：PubMed、OWIDを基に作成

出所：PubMedを基に作成

COVID-19ワクチンの

臨床試験に関する論文

※黒線は全世界の値

1,886

2,581
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1. Summary

➢ 直近の陽性率は世界1位の少なさであり、感染抑制の成功国であ

る。研究の注力領域は英国と近く『治療』、『社会・経済活動』カ

テゴリの値が高い。その中でも高値を示す「デジタルヘルス」の論文

には、注目度の高い遠隔医療関連の論文があり、広い国土におけ

る医療課題をテクノロジーを用いて解決していると想像される。

2. デモグラフィック情報

➢ オーストラリアの人口は2,500万人を超え、世界54位の人口だが、

国土が非常に広いため、人口密度がとても低く、感染症対策には

有利な地理的条件だといえる。

3. 感染対応状況

➢ オーストラリアは症例数と死者数を非常に低く抑えており、ともに全

世界の値（黒線）よりもかなり小さい。また、陽性率は分析時点

で世界1位の低さである。

➢ ワクチン接種数は91位と全世界の基準値より低い。

4. 研究動向

➢ 論文数は4千を超え、世界10位、人口当たり論文数でも11位と非

常に多い。被引用数は合計値で8位、最大値5位と注目度が高い

論文を多数有していると見られる。

➢ 英国と近い領域に注力しており、『社会・経済活動』カテゴリの注

力度が「差別・平等」を除き、いずれも基準値の1倍以上である。

➢ 英国より注力度が高い研究トピックとして顕著なのは、「マスク・シー

ルド」、「除染・消毒」、「デジタルヘルス」であり、それぞれ基準値の

1.58倍、1.18倍、1.38倍である。

5. 注目論文

➢ 「デジタルへルス」において被引用数の高い論文として、遠隔医療に

関する論文が抽出された（図29）。該当論文はCOVID-19以外の

研究分野の論文からの引用割合が0.137と高値を示し、他分野の

研究分野からも多くの注目を集めている。COVID-19関連研究は

他分野の研究にも影響を与えていることが確かめられた。特に、「デ

ジタルヘルス」を始めとした情報技術・テクノロジー領域は適用範囲

が広く、今回研究を前進させた国・地域はアフターコロナ以降も有

利であると想像される。

結果：国・地域別研究動向ダッシュボード（オーストラリア）

図29：注目論文

図28：オーストラリアのダッシュボード
出所：PubMed、OWIDを基に作成

出所：PubMedを基に作成

※黒線は全世界の値

COVID-19に対応するための

遠隔医療に関する論文



1. Summary

➢ 現状、症例数、死者数は比較的低く抑えられている。

➢ 一方、ワクチン研究が進んでおらず、接種も遅れており、積極的な

感染収束に向けたアクションは出遅れている。

➢ また、『情報技術』カテゴリの研究への注力度が低い点も課題であ

り、アフターコロナを見据えた研究投資の再検討が望まれる。（前

項参照）

2. デモグラフィック情報

➢ 日本の65歳以上の人口割合は世界1位であり、高齢者が多いた

め、重症化リスクの高いCOVID-19感染者が多いと思われる。

➢ 一方で、病床数は世界2位であり、受け入れ先も多い。

3. 感染対応状況

➢ 症例数、死者数は世界各国と比較して少なく、ともに75位である。

検査数もそれほど多くなく（80位）、正確な感染者数を把握でき

ているかについては疑問である。また、ワクチン接種数は非常に少な

く（111位）、積極的な感染対応のアクションは出遅れている。

4. 研究動向

➢ 論文数は2,240本であり世界16位であるが、人口当たりでみると73

位と少ない。被引用数の合計は15位、平均は45位である。

➢ 注力している研究分野については、『医薬・バイオ』、『公衆衛生』カ

テゴリで全世界の基準値よりも高値を示すの研究トピックが確認さ

れた（「PCR」：基準値の2.25倍、「変異種」：基準値の1.51

倍）。

➢ 『情報技術』カテゴリの研究は、他国と比較して注力度が低く

（「デジタルヘルス」：基準値の0.48倍、「インフォマティクス」：基

準値の0.82倍）、デジタル技術の活用で出遅れているとみられる。

また、「ワクチン」研究への注力度は基準値の0.75倍と低く、ワクチ

ン接種が遅々としている現状と符合する。

5. 注目論文

➢ 日本の「医療資源」の論文の一例として、コロナ禍におけるCTスキャ

ン設備の運用プロトコルがあり、パンデミック下で医療従事者への

感染を防ぎつつ、医療を提供するためのガイドラインが論文を通して

共有されている（図31）。病床数が多い反面、病院や病床が分

散していることが、日本で医療崩壊が懸念されている要因とも考え

られ、医療資源の分配や有効な利用方法に関する研究に注力し

ていると考えられる。

18

結果：国・地域別研究動向ダッシュボード（日本）

図31：注目論文出所：PubMedを基に作成

コロナ禍におけるCTスキャン設備の

運用プロトコルに関する論文

図30：日本のダッシュボード出所：PubMed、OWIDを基に作成

※黒線は全世界の値
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1. Summary

➢ 早期に「接触追跡」の研究に注力し、安定的に症例数を抑制、直

近の陽性率は2.3%と比較的低値である。日本と比較して『情報

技術』カテゴリへの注力度が高いことが特徴的である。

2. デモグラフィック情報

➢ 韓国の病床数は12.27床であり、世界3位の病床規模である。

3. 感染対応状況

➢ 症例数、死者数は安定的に低く抑えらており、それぞれ62位、49

位である。症例数と比較して死者数の順位が高い。

➢ ワクチン接種数は全世界の基準値よりも低く、日本や台湾と同様、

課題となっている。

4. 研究動向

➢ 論文数は1,688本で世界19位、人口当たりの論文数は世界51位

である。被引用数の合計値は世界17位、最大値は14位と比較的

高い。

➢ 『治療』、『社会・経済活動』カテゴリ以外では多くの研究トピックで

注力度が基準値の1倍以上であり、バランスよく研究に取り組んで

いることがわかる。また、日本と異なり『情報技術』カテゴリへの注力

度も高い（「接触追跡」：基準値の3.16倍、「インフォマティク

ス」：基準値の1.81倍）。

5. 注目論文

➢ 韓国では、「接触追跡」関連の文献として、IT技術を活用したコン

タクトトレーシングに関する論文が抽出された（図33）。個人のプ

ライバシーを考慮しつつ効率的な感染状況を把握するためのアプ

ローチが議論されている。

結果：国・地域別研究動向ダッシュボード（韓国）

図32：韓国のダッシュボード
出所：PubMed、OWIDを基に作成

出所：PubMedを基に作成

※黒線は全世界の値

185

図33：注目論文

個人のプライバシーを考慮した

コンタクトトレーシング技術に関する論文



20

図35：注目論文

1. Summary

➢ 症例数と死者数が非常に少なく、初期的な感染対応には成功し

ている。注力している研究トピックから、コンタクトトレーシングなどの

テクノロジーの活用とロックダウンや検疫などの公衆衛生対策をうま

く組み合わせて、現在まで感染拡大を抑えてきたと想定される。

➢ 一方で、「ワクチン」の研究注力度は低く、接種も進んでいない。直

近での症例数増加もあり、先行きが不透明な部分がある。

2. デモグラフィック情報

➢ 台湾の人口は約2千4百万人であり、世界56位である。

➢ その他の情報については今回使用したデータベースにはデータがない

ため非記載。

3. 感染対応状況

➢ 単位人数当たりの累積症例数、累積死者数は世界で11番目の

少なさであり、感染の封じ込めに成功していると言える。

➢ ただし、直近で症例数が増えてきていることやワクチン接種数が伸

びていないことから、今後状況が変化する可能性はある。

4. 研究動向

➢ 論文数は約1千本で世界29位、人口当たりでは44位であり、被引

用数の合計は25位、平均では43位である。

➢ 『情報技術』カテゴリの注力度が比較的高く、「インフォマティクス」、

「接触追跡」でそれぞれ基準値の1.96倍、2.78倍と高値を示してい

る。また、『公衆衛生』カテゴリにおける注力度も軒並み高く、特に

「予防行動」、「マスク・シールド」がそれぞれ、4.37倍、2.69倍高値

である。一方で、 「ワクチン」については日本同様、研究の注力度

が基準値の0.79倍と低い点は課題である。

5. 注目論文

➢ 台湾では、「インフォマティクス」関連の文献として、COVID-19感染

症のためのドラッグリポジショニング（既存薬再開発）にAI技術を

活用した論文を発表しており、IT技術の様々な領域への適用を積

極的に進めていることが窺える（図35）。

結果：国・地域別研究動向ダッシュボード（台湾）

図34：台湾のダッシュボード出所：PubMed、OWIDを基に作成

出所：PubMedを基に作成

COVID-19対策のための

ドラッグリポジショニングへの

AI活用に関する論文

256

18

※黒線は全世界の値
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*1：JSTエビデンス分析室「新型コロナ論文の動向」
*2：文部科学省科学技術・学術政策研究所「COVID-19 / SARS-CoV-2 に関する

研究の概況」

*3：Belli, S., Mugnaini, R., Baltà, J. et al. Coronavirus mapping in scientific 
publications: When science advances rapidly and collectively, is access to this 
knowledge open to society?. Scientometrics 124, 2661–2685 (2020). 

https://doi.org/10.1007/s11192-020-03590-7
*4：WHO「COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP 2021)」
*5：NISTEP「科学技術指標2020」
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