
：コロナ禍とグローバリゼーション
をどう考えるか

2020 年 5 月　Vol.28  No.5

認定 NPO 法人　環境文明 21 会報

地球は有限なのに、切りもなく経済成長を求めるわけ

加藤　三郎

今月の
テーマ

新型コロナウィルスの感染症拡大で、私た

ちの日常生活も一変した。前月号の本欄で藤

村コノヱ代表は、この問題と気候変動問題は

同根だと書いているが、共感された方も多

かったのではなかろうか。

私は 80 歳になったのを機に、遺言のつも
りでこの夏に本を出版しようと執筆中だ。本

の仮タイトルは、『環境文明のすすめ』で、

内容としては、(1) 今、何が問題か、(2)「環
境文明」とはどんな文明か、(3) 環境文明社
会の中身は、また (4) その社会を支える知恵
や戦略は何か、そして (5) 社会の持続性の危
機こそ環境文明社会の構築を促す、といった

ことを書きたいと思っている。本書で取り上

げるテーマの一つが「地球は有限なのに、な

ぜ人は、経済成長を求め続けるのか」だ。

地球が有限だというのは小学生でも知って

いる。およそ人類の先祖がこの地球上に登場

した数百万年前も、今も、そして将来も、地

球の大きさに本質的な変化はないだろう。人

は長いことその自然環境の中で生きてきた。

しかしその有限な地球の中で、現代人はなぜ

「成長」しつづけようとするようになったの

だろうか。私の回答は、一つは資本主義とい

う経済体制、二つは科学技術、そして三つは

人間の欲望。この３つが成長を促し、経済活

動圏を拡大し、環境負荷を増大させ、その結

果、人間と生態系の生存と経済活動の基盤で

ある地球環境の破壊をもたらした、と考えた。

しからば何故、資本主義は拡大・成長を求

めるのか。また何故、科学技術は進化拡大し

ていくのか。そして何故、人間の欲望を抑制

するストッパーがなくなってしまったのかの

三点について考えたところを簡潔に述べてみ

たい。詳しくは著作の中で書くつもりだ。

１．拡大・成長を目指す資本主義

地球環境の有限性、簡単にいえば宇宙船地

球号の「定員」が 1970 年代以降にほぼ満杯
になったのが地球環境問題の出発点だが、問

題は、資本主義だと何故経済は成長を追求す

るのかである。これについては、京都大学の

佐伯啓思教授は次のように説明している。

「資本主義とは、将来へ向けて経済を拡張
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してゆく活動である。そのためには、手元に

資本が必要で、それは借金によるほかない。

借金は将来の収益によって返済される。将来

に向けて収益が得られると期待できれば、企

業は借金をするから、当然、利子がつく。借

金つまり負債を動力にして成長するのが資本

主義の本質なのである。」（『経済成長主義へ

の訣別』新潮選書、2017 年）
さらにその「経済成長」が、日本を含むあ

らゆる国の経済政策の「進歩」の指標となっ

たことについて、佐伯教授は同書において、

「かくて経済成長とは社会進歩のもっともわ

かりやすい指標におさまった。富が少ないよ

りも多い方がよいと無条件に信じることがで

きれば、経済成長が「進歩」であることは論

をまたない。こういう了解ができたのであ

る。」と述べている。

その資本主義は、今、多くの面で批判的に

検討されている。株主第一主義でなくステー

クホルダーのための資本主義、更には公益資

本主義、進歩資本主義などの名で、行き詰ま

りつつある資本主義の変革を求める議論は活

発だが、資本主義そのものの本質に萌す「拡

大・成長」志向そのものは不変であると私は

考える。地球環境の限界（定員）を突き破り、

様々な悪影響が顕著になった今では、拡大・

成長に伴い環境破壊を必然的にもたらすこの

経済方式を改める時期を迎えているのではな

かろうか。

２．科学技術の本性は進化・拡大

今日の資本主義を支える大黒柱は、科学

技術、特に技術の革新（イノベーション）

と呼ばれるものだが、その科学技術も、本

性は進化・拡大であることは、優れた思想

家や科学者は早い時期から指摘し、警告を

発してきた。

例えば、シューマッハーは名著『スモール・

イズ・ビューティフル』で次のように主張する。

「奇妙なことであるが、技術というもの

は、人間が作ったものなのに、独自の法則と

原理で発展していく。そして、この法則と原

理が人間を含む生物界の原理、法則と非常に

違うのである。一般的にいえば、自然界は成

長・発展をいつどこで止めるかを心得ている

といえる。成長は神秘に満ちているが、それ

以上に神秘的なのは、成長がおのずと止まる

ことである。自然界のすべてのものには、大

きさ、早さ、力に限度がある。だから、人間

もその一部である自然界には、均衡、調節、

浄化の力が働いているのである。技術にはこ

れがない。というよりは、技術と専門家に支

配された人間にはその力がないというべきで

あろう。技術というものは、大きさ、早さ、

力をみずから制御する原理を認めない。した

がって、均衡、調節、浄化の力が働かないの

である。自然界の微妙な体系の中に持ち込ま

れると、技術、とりわけ現代の巨大技術は異

物として作用する。そして、今や拒否反応が

数多く現れている。」（1973 年、日本語訳本
は 1986 年、講談社学術文庫）
次に、東京工業大学教授や国立環境研究所

長も務めた市川惇信氏は、科学技術文明につ

いて次のように主張する。

「生態系に目的はない。進化の過程がある

だけである。同様のことが科学技術文明とい

う進化システムにもあてはまる。科学技術文

明には進化拡大の過程だけがある。このこと

は、科学技術文明が、それを生み出した思想

とは無関係に、進化拡大することを意味す

る。」（岩波書店『地球環境学講座』第一巻中

の「二十世紀科学技術文明の意味」1998 年
5 月）
「科学技術文明では拡大が安定な軌道であ

り、縮小は不安定な軌道である。申し合わせ

て縮小軌道をとったとしても、それからわず

かでも外れれば、全体は拡大軌道に転移す

る。科学技術文明は無思想に拡大を続ける。
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地球環境との調和はこの基本的認識のもとに

図らねばならない。」と市川教授は指摘。

このように、科学技術文明は自ら制御する

原理を認めず、それを生み出した思想とは無

関係に進化拡大する。科学技術文明では拡大

が安定な軌道であり、縮小は不安定軌道だと

市川惇信氏は主張する。これこそが、資本主

義経済を支える科学技術の本性であるとする

と、これまで自由に進められた技術開発につ

いても、環境面からの制約が必要であろう。

３．我慢を忘れた人間の欲望

人間の「欲望」は、生物として不可欠な食

欲、性欲はもとより、名誉・権勢欲、事業欲

などいつの時代でもあり、それ自体が人間の

存在や活動の源泉であるので、必ずしも悪い

ことばかりではない。しかし、放っておけば

膨らんで身を滅ぼすに至ることは、いつの時

代にも見られる。20 世紀に入って人口の増
加や物的な豊かさの増大などの欲望の膨張に

よる環境破壊は、まさにその典型であろう。

そこでこの欲望をどうコントロールするか

は大問題であり、近代以前は、宗教（信仰）

のほか、刑罰、「身の丈を知れ」「足るを知れ」

などの知恵、集落の掟、家訓やご先祖様の遺

訓などが、その役割を担っていた。特に、世

界の大宗教にとっては、いずれもこの貪欲と

どう対峙するかが生老病死の問題とともに、

最も大きな課題であったと思われる。

世界で広く読まれている『仏教経典』（(財 )
仏教伝道協会編）は、今から 2500年前に生き
たシャカ（釈尊）が、この問題に様々な場面で

どう説いたかを生き生きと語っている興味深い

書物だ。シャカは「教えのかなめは心を修める

ことにある。だから、欲をおさえておのれに克

つことに努めなければならない。身を正し、心

を正し、言葉をまことあるものにしなければな

らない。貪ることをやめ、怒りをなくし、悪を

遠ざけ、常に無常を忘れてはならない」と最後

の教えを説いたと伝えている。

私自身は、循環、共存、そして抑制を三本

柱とする環境倫理十カ条をかねてより提唱し

ているが、特に重要だと考えているのが「抑

制」だ。しかし「抑制」は自由の抑圧だとし

て拒否する人も少なくない。ある著名なエ

コノミストに、私が環境政策を進める上で

の「抑制」の重要性を語ったところ、言下

に「それはだめだ。抑制などとネガティブな

ことを言ったら人は動かない。」と却下され

たことがある。そんな折、抑制の重要性を説

く素敵なエッセイに出会い、今でもそのまま

通用すると考えるので、そのエッセンスを紹

介したい。それは、ロシアの作家　アレクサ

ンドル・ソルジェニーツィン氏（70 年ノー
ベル文学賞受賞者）の言葉である。「深刻化

する環境破壊は将来、気候帯を変化させ、真

水や耕地に恵まれていた地域でも水と土地の

不足を引き起こしかねない。それは、人類の

生存を揺るがす新たな紛争を招く可能性があ

る。つまり、人と人との生き延びるための戦

争だ。こうした事態を回避するには、我々が

自らの欲望を制限する必要がある。公の場で

も私生活においても、我々はとうの昔に、自

制という名の黄金のカギを海の底に落として

しまったので、己に犠牲を強いたり、無欲に

なることは難しい。しかし、自己抑制は、自

由を手にした人間が目指すべきものであり、

また、自由を獲得する最も確実な方法だとも

言える。」（2000 年 3 月 15 日付、読売新聞朝
刊「私の二十一世紀論」欄）私も全く同感だ。

海の底から「黄金のカギ」を取り戻さなけれ

ば、人類の将来は本当に危ない。

本文中で取り上げた資本主義、科学技術、

人間の欲望をコントロールし、新しい生き方

をすすめるのが「環境文明」社会。そこで

の制御方法も私の著作の中で展開するつもり

だ。ご期待下さい。
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【背景】

何事にも功罪があり、グローバリゼーショ

ンもまたそうである。“功 ”は言うまでもなく
経済発展である。世界を相手に商売できるこ

とは、シルクロードの昔も、東インド会社の

時代も、経済発展の大きな条件である。一方

でその “罪 ”は、環境と資源への負荷であり、
競争原理から来る社会格差の拡大である。

経済発展が人々にとって至上の価値であり、

資源と環境はほぼ無限と考えられていた時代

は、エコや格差を理由にグローバリゼーショ

ンに異を唱えることは難しかった。しかし、

時代は変わり、今や地球環境の危機や格差問

題が深刻化し、そのことが広く認識されるよ

うになって、ようやくエコを主張できる雰囲

気になってきた。筆者は昨年、「経済と環境

―その永遠のライバルー」なる雑文を書いた
ことがある（NPO/KIESS MailNews  February、
2016）。その中で、最近 50年ほどの環境政策
は経済発展の前にいかに蔑ろにされてきたか

という歴史を書いた。

【グローバル経済の本質】

モノや人が国境を越えて大々的に行き来す

るグローバリゼーションが、多くの副作用を

生んできたが、今やそれが極限まで行き着い

た感がある。

モノについていえば、まさに不要不急の品

が貿易という名で多大の環境負荷を排出しな

がら行きかっている。日本には中東から列を

なしてタンカーで運ばれているようだが、と

ても脆弱な生命線に依存していると言えよう。

人に関しては、膨大な数の旅行者が飛行機

で世界の空を往来する。それは爆買い客とし

て消費を生み経済が潤うが、いうまでもなく

環境負荷は巨大である。その結果、観光都市

京都が、伝統文化や環境の破壊が目立ち始め

て、とうとう「京都は観光都市ではない」と

市長が宣言するほどになった。

また、国連演説で地球温暖化防止を強烈に

訴えたスウェーデンの少女が、飛行機でなく

ヨットで大西洋を渡って COPに参加したが、
それは空を飛んで行き来することがもたらす

巨大な環境負荷を、世間に気付かせるためで

あった。しかし、「少女の遊びのために、どれ

だけの費用と人手が掛かったか」などの批判

が聞かれたが、彼女が伝えたかった意図を曲

解していると言わざるを得ない。

【不要・不急と脱炭素】

今回のコロナ禍で頻りに言われるように

なったのが、「不要不急の活動は控えましょう」

ということである。その結果、控えることに

なった活動は、不要不急なのか？　経済的な

被害を覚悟して涙を呑んで控えたことではあ

るが、コロナの危機が進行するにつれ、不要

不急の範囲が拡大していった。

この状況は、実は地球環境問題についても

類似すると考えられる。というのは、いま地

球温暖化を止めるためには、いよいよ「脱炭

素社会」を目指すべきと国際的に提唱され、

わが国でも、国、府県レベルで動き始めた。

しかし、もしそのような社会を本当に目指す

なら、不要不急に止まらず必要不可欠と思わ

れる活動さえ “脱 ”しなければ（理論上は）脱
炭素社会にならない。それは例えば、「脱大量

生産・消費であり、“脱クルマ、脱鉄筋コンク
リート、脱輸出入 ”」といった具合に拡大する
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ことになろう。これが「できるかできないか

の議論は超えて、しなければ人類が持続しな

い」という理屈になる。

しかもコロナと違って地球環境の場合は、

パンデミックを通り過ぎても状況は旧に復す

る…というわけにはいかず、気候異常は着実

に進行していくだろう。そこで、“不要不急 ”
が次第に拡大していき、最終的には、「人が生

き延びるのに最低限のモノと活動」だけが残

ることになっていく。そのような必要最低限

のモノと活動は一体どんなものなのか？　こ

れを定義するのは容易ではないが、これにつ

いても筆者はかつてその種の考察したことが

ある（「環境と文明、2017年１月）。

【救命ボート】

最近国が法律で、その実現を目指すとした

「適応社会」を、ITや水素などの先端技術を
用いて脱炭素に近づけようとするものである。

筆者はこれとは逆に、自然に順応して、「気候

異常のなかでも人が生き延びる社会」と定義

している。その具体的な姿は、かつて言われ

た「救命ボート社会」を想定している。その

特性は、「資源、社会サービス、カネ」が内部

で調達され循環するもので、これはグローバ

リゼーションとは対極にある。なお、このよ

うな社会づくりは、トヨタ、パナソニック、

東電、パソナなどの大産業・ビジネスに頼っ

てするものではなく、小さなコミュニティが

自らの生存を託して、自分達の力と知恵、地

域資源を生かして創るものである。何よりも、

外部の大手資本に頼るだけのカネはない。仮

に国の助成金があったとしても、救命ボート

で巨大産業が動き回ったら、ボートは簡単に

沈んでしまう。

【結論は】

この半世紀余り、ひたすら良きことと信じ

て推し進められてきたグローバリゼーション

は、その功を遥かに超えて、環境の破壊と社

会の格差を生み出し、ついに人類の持続可能

性を危うくするところまできている。そうい

う意味では、今や「市場至上と石油消費」を

両輪とする 20世紀産業文明が終焉を迎えつつ
あると考え、それに代わる新たな救命ボート

社会を急ぎ作ることではないか。それには自

然資源と地域人材を有する地方農村地域がふ

さわしいと考え、筆者はいまその可能性を見

出すために社会モデルづくりをすべきと提案

している。

※この雑文に対して、編集段階でいくつかの大事
な質問があったので、それに対する一問一答を要
約する。

問１:都会の人間はどうしたらよいか？
答 �:都会で「自然共生」は無理なので、ハイテクに
懸けてみるしかないだろう。また、「今豊かで便
利な生活を享受しており、いざという時は覚悟
している」という人も多いと承知しているが…。
問�２：今も地域でいろんな動きがあるが、点であり、
面になっていないようだが？
答�：地域の動きは地域固有の文化や自然に依って
おり、本来的に点である。ただし、交流し学び合っ
て互いの知恵の交換は活発にされている。
問�３:自分たちの地域がよければいい、と言うのは
少し気になる。
答 �:いくら言っても、「今だけ、自分だけ」を捨て
られないのが人間であることは、環文でも頻り
に言ってこられた。なので、これまで散々割を
食ってきた田舎に、「自分たちのためだけではな
く、都会のことも考えて」というのは酷。この
ままでは消滅することが確実な地方に、「自分の
生き残りのため」だから頑張ろうとでも言わな
いと動かないのは、都会の人と同じことだ。
問�４:全国モデルの意味が、それを広げようという
ことだとしたら、我が国では難しいのでは？
答 �:地方側には、他に広げようという「暇も力も義
理」もないので、危機感を持った地域が、生き
残りを掛けて各自が頑張る。その時には、「救命
ボートの作り方、漕ぎ出す方向」ぐらいは学び
に来てください、という意味でのモデルである。
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本稿執筆時には、新型コロナウイルス収束

の見通しは全く立っていない。英国のグラス

ゴーで開催される予定の第 26回気候変動枠組
条約締約国会議 (COP26) も、来年に延期され
ることになった。

新型コロナウイルスと気候変動問題はいず

れも人類の生存に関わり、国際社会が協調し

て取り組むべき重要問題である。これらの問

題はいずれも経済のグローバリゼーションに

深く関連している。

グローバリゼーションとは、貿易・投資・

情報・人の移動などの加速によって地球規模

での経済的一体化が進むことを指す。その背

景には、あくなき利益の拡大を求める資本の

論理 ( 経済利益至上主義 ) があり、それが地球

上の至るところで地域社会や生態系に悪影響

をもたらしている。一方経済のボーダーレス

化から地域や環境を守るべき国民国家の能力

はますます損なわれている。

人々の健康と安全は健全な地球環境によっ

て支えられているが、グローバリゼーション

により加速される気候危機や森林破壊は、未

知のウイルスの発生や蔓延など、感染症のリ

スクを高める。2002年 SARS、2012年 MERS
に続き今回の新型コロナウイルスは、20年間
で 3度目の異常な出現頻度であり、気候変動
や無秩序な開発による生態系変化、ヒトと野

生動物の距離が変化したことが要因である可

能性も指摘されている ( 山本太郎長崎大学教

授、2020年 4月 15日付朝日新聞 )。
新型コロナウイルスは、単なるパンデミック

ではなく、自然喪失の危機、人間の生存の危機、

政府と社会の準備不足の危機、不平等による危

機の増幅、克服するためのシステムを構築して

いない現在の政治・経済システムの危機、など

複合的危機である。

各国は新型コロナウイルス対策として、経

済活動や国民の生活をも制約する様々な対策を

講じている。これらの対策が示すことは、国民

の生命や安全に関わる共通の脅威に対しては、

人々の日常生活・経済活動をも大きく変え制約

する措置を、政府が取らざるを得ないというこ

とである。気候変動に関しても実は同様の危機

意識と実効性のある措置が必要だ。

一方、新型コロナウイルス対策により起こっ

た経済活動の縮小が、短期的には大気汚染物質

や温室効果ガス排出量の減少をもたらしてい

る。しかしそれは一時的であり、パンデミック

が収束し、経済活動が元の姿に戻ると、汚染物

質や温室効果ガスの排出もリバウンドしてしま

う。また、新型コロナウイルス対策により起こっ

た経済の停滞・縮小が短期的には必要な気候変

動の実施を遅らせる可能性がある。

他方、新型コロナウイルス対策により起こっ

た経済活動・日常生活の変化 ( 在宅勤務、時差

通勤、遠隔会議など ) は環境負荷の少ない経済

活動・ライフスタイル・ワークスタイルの導

入につながる面もある。これらは新型コロナ

ウイルス後もさらに制度化し普及させること

が望まれる。

新型コロナウイルスと気候変動対策には共

通点と相違点がある。

共通点は、信頼できる科学的知見の重要性、

日常生活・経済のあり方を大きく変える対策

の必要性、そして国際社会での協調した取り

組みと、各国でそれを支える大規模な財政出

動が求められることだ。

一方相違点としては、影響の発現時間の差
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違に加え、新型コロナ対策は、人と人との接

触を避けるため、経済活動や人の移動・会合

を制限する必要があり、質の高い暮らしを犠

牲にすることも必要となる。そして影響を受

ける個人や企業に対する休業補償などの経済

的損失への補償に対する財政出動が必要であ

り、それは経済的コストとなる。

それに対し気候変動対策は、持続可能なエ

ネルギーへの転換、エネルギー効率改善、資

源効率改善、物的消費に依存しないライフス

タイルへの転換など、より質の高い暮らし、

につながり、人々の幸福に貢献する経済シス

テムへの転換を目指す。気候変動対策として

の財政出動は、持続可能なインフラ整備、新

技術開発など、投資と捉えられ、より大きな

経済的リターンが期待できる。

現在新型コロナウイルスによる経済不況か

らの脱却を意図した経済復興策が、各国で準備

されようとしている。しかし従来型の経済刺激

策 ( 化石燃料集約型産業への支援や建設事業の

拡大 ) では短期的な経済回復は図られても、長

期的な脱炭素社会への転換、構造変化は望めな

い。したがって新型コロナウイルスによる経済

不況からの脱却を意図した長期的経済復興策

は、同時に脱炭素社会への移行と転換の実現に

寄与するものでなくてはならない。

また歯止めのない経済のグローバル化に対

しては、公正でエコロジーに基づく人道的枠

組みの確保と、パンデミックや気候変動など

の国際社会の持続可能性への脅威に対して、

地域や各国の耐性 ( レジリアンス ) を高める観

点から、国際ルールの見直しが必要である。

注目すべきは、昨年 12月に発表された「欧
州グリーンディール」 (以下 EGD)である。こ
れは 2050年に EUからの温室効果ガスの排出
を実質ゼロにするという目標達成に向け、EU
環境政策の全体像を示したものである。2030
年の削減目標を現行の 40%削減 (1990年比 )
から 50~55%削減に引き上げることも盛り込ん
でいる。

EGDは EUの新たな成長戦略と目標達成に
向けた行程表であり、必要な法制 ( 気候法 )、

投資や手段、具体的な行動 ( 適応戦略、国境炭

素調整税、EU/ETS改正、土地利用・森林規制
等)が明示されている。その目指すところは、「経

済や生産・消費活動を地球と調和させ、人々の

ために機能させることで、温室効果ガス排出量

の削減に努める一方、雇用創出とイノベーショ

ン促進する」ことである。EUは新型コロナウ
イルスによる景気後退にもかかわらず、EGD
を堅持し推進することを明らかにしている。

また韓国の与党は最近の総選挙で韓国版グ

リーンニューディール、アジアで最初の炭素

中立、石炭火力からの撤退などをマニフェス

トで掲げ、勝利した。

コロナ後の我が国の経済回復策はグリー

ンな経済への転換を目指す日本版グリーン

ディールとすることを期待したい。これは、

技術、社会システム、ライフスタイルの変化

によるゼロカーボンで持続可能な経済への移

行を含む、あらゆる分野で多様な施策を含む。

その主要内容は、持続可能なエネルギーへの

転換、エネルギー効率改善、資源効率改善、

物的消費に依存しないライフスタイルへの転

換など、より質の高い暮らし、人々の幸福に

貢献する経済システムへの転換となろう。　　

特に、建物、大規模発電設備、産業部門の

設備など、長期的に利用されるインフラにつ

いては、その方向性を早急に設定し、各施設

を更新する機会に、将来の社会の変化に適応

するために大幅に交換する必要がある。これ

にはすべての利害関係者が連携し民主主義的

なプロセスを経て取り組むべき国家戦略とし

て位置付けられるべきであり、その前提とし

て 2050年脱炭素でレジリエントな社会のビ
ジョンの共有が必要だ。

新型コロナウイルス危機は人類が直面する

悲劇である。この悲劇から学び、将来の潜在的

な悲劇への対応を予測、防止、改善する能力を

強化することは、国際社会の共通課題である。



グローバリゼーションを考え直す

石川　武　( いしかわ　たけし／三共精機株式会社　代表取締役社長 )
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3月中旬から一気に、世界はコロナ一色に
塗り潰された感じがします。合理性と科学礼

賛に支えられ、善きものとして推奨された「グ

ローバル化」が、皮肉なことにウイルスの拡

散を世界に広げる、格好のアクセル役を演じ

てしまいました。

１．環境と経済

昨年 9月国連気候変動サミットで、スウェー
デンの環境活動家グレタ・トゥーンベリ（当

時 16歳）さんが、世界の指導者に対して、「最
も危険なのは何もしないことではなく、本当

の危険は政治家や CEOが実際の行動が起こっ
ているように見せること。巧みな説明や創造

力に富んだ PRは別にして、実際には何もさ
れていないということです」と、強烈な言葉

でダイレクトに世界の「大人」を批判しまし

た。COP25を「各国が抜け道を交渉する機会
に変わってしまった」と喝破し、「次の 10年
が地球の将来を決める」と、危機感をまっす

ぐ表現されました。そのあまりのストレート

さに、世界中の一部の「大人」が怯み、「理想

と現実」や「子供に何がわかる」や「経済効果」

などの理屈を並べて、一人の 16歳の少女に「大
人げない」、斜め上からの「反論」を浴びせか

けました。グレタさんが言ったのは、要する

に本気で地球環境のことを考えるなら、経済

活動を制限するべきだという主張だったと思

います。それを世界中の「政治家」や「CEO」
が嘲笑し、経済活動は続けられました。

２．ウイルスと経済

偶然ですが、そのインパクトが少し薄れて

きた（意識的にマスコミが封じ込めてきた？）

タイミングに、世界中でコロナウイルス騒動が

起こりました。考えないといけない最も重要

なことは、このようなウイルスがなぜどこか

ら、今年になって突如発生することになったの

か、という原因究明だと思いますが、一旦その

ことは置いておくと、コロナウイルス拡散の結

果として、世界中の「政治家」や「CEO」が、
経済活動を停止させざるを得なくなってしまい

ました。現段階（2020年 4月上旬）では、都
市封鎖を強行する国もあり、とにかく感染拡大

をどう防ぐのかが最優先にされています。ただ

現象面だけを見ると、言論の力では全く止まら

なかった経済活動が、「恐怖」の力であっとい

う間に、あっさり止まってしまったという事実

に少し戸惑ってしまいます。このことは、こう

でもしない限り「大人」は、経済活動を自制す

ることができないのか、という残念な発見でも

ありました。原因はどうあれ、「やればできる」

のだということもわかりました。

３．グローバル化の現実

弊社にも現在、マレーシアに現地法人があ

ります。2017年秋に設立し 3年が経ちました。
かつて 2010年に中国北京に初めて現地法人を
設立し、紆余曲折あって 2015年に撤退をした
経験があります。「グローバル化」という言葉

には、どこかカッコいいイメージがありますが、

私が実感した「グローバル化」には、泥臭いこ

としかありません。中でも一番大きく心を占め

るのは、心配です。現地法人の状況や、赴任し

ている社員のことを思うと、とにかく何かある

度に、大丈夫かなと心配ばかりが増えます。ご

家族のこともある。たとえ何もなくても、病気

になってないかとか、トラブルに巻き込まれて
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いないかとか、現地の人とうまくやっているか

とか。インターネットですぐにつながるとわ

かってはいても、物理的な距離をすぐに埋める

ことは当然できず、文化や気候や政治体制の差

を、常に心配している気がします。今回のよう

にコロナウイルスの感染者増や、ロックダウン

などの対応がどのような形でいつまで続くかな

ど、過去に事例がない場合はなおさら。経営者

にとっては、こうした新たな心配事をわざわざ

引き受け、それでもやる覚悟こそが「グローバ

ル化」です。

４．去年までの問題

時間を少し巻き戻すと、昨年の今頃世界中の

注目は、地政学リスクでした。世界はインター

ネットでつながり、LCCが人の移動を手軽にし、
5Gや AIのテクノロジーの進化によって、益々
グローバルに「つながる社会」が実現していく

ように見えていました。しかしその一方で、米

中貿易摩擦、Brexit、ブロック経済化、宗教対立、
格差問題等、「つながる社会」とは真逆の、「分

断された社会」を作ろうという流れが加速して、

各地で地政学リスクが生じていました。相反す

る 2つの価値観が、同時期に併存していたこと
になります。この一見表面的な「いいところど

り」に見える事態を、本当に新しい流れだと解

釈するならば、国やお金や民族や会社などとい

う、伝統的な枠組み自体を解体しなければ、そ

の先の答にたどり着けない。私達はその瀬戸際

まで来ていたのに、まだ、理性よりも欲望でし

か動けないという現実の前で、堂々巡りをして

いたのかもしれません。結果、人ではなくウイ

ルスが、パラダイムを変えてしまいました。

５．去年までの希望

もう一つ同じ時期に動いていたのが、2015
年に国連で提唱された SDGsです。日本でもオ
リンピックや万博等の経済効果や、ESG投資
や教育の面から、企業や行政や学校の取組みが

活発化し、ようやく少しずつ浸透しつつあった

と思います。これは「グローバル化」の善い側

面だったと言えるでしょう。弊社では 2018年
から 3年間の中期経営計画を、SDGsの考え
方も盛り込んで策定しました。SDGsという
補助線を引くことで、弊社がこれまで取り組

んできた、障がい者や外国人雇用、子育て支

援、森づくり活動などを、全て新たな視点で

事業活動全体の中で捉え直すことができまし

た。そしてその考察は「新・ダイバーシティ

企業 100選」、「健康経営」にもつながりました。
SDGsの 17項目は、将来その企業が成長して
いくために、何を大事にしようと考えている

のかを示す指針となります。それは「内なる

真の」問題だから、ISOのようにマークや外
部認証は必要ありません。必要なことは、そ

の組織に本当にやる必要があって、各員が本

気でやっていることそのものです。グローバ

ル化は巻き込まれるものではなく、自分達の

軸を持った上で活用すべき必然的な流れです。

６．グローバル化再考

人はグローバルに協力しないとなし得ない

環境問題のようなテーマを、理性だけで超え

ることが、これまでのところできていません。

その一方で、パンデミックが起こるかもとい

う恐怖心の前には、一瞬で経済活動を止める

力があり、本気になれる力は理性より欲望の

方がはるかに強いことがよくわかります。本

質的には「分断化」が進んでいた、これまで

の「グローバル化」は、それを単に己の経済

合理性だけで捉えようとした、自己中心的な

発想の結果だったのではないかと思います。

私達は海外事業を展開する時や、外国人社

員を雇用する時に、新しく接する国の人や文

化に、多かれ少なかれ影響を与えてしまいま

す。グローバル化に大切なことは、その未知

の世界への夢と敬意と理解の中にあるのでは

ないでしょうか。未来に果たす役割は何か。

それぞれの答へのチャンスが、グローバルな

世界に広がっているのだと考えます。



グローバリゼーションの行方

小村　智宏　( おむら　ともひろ／三井物産戦略研究所　産業情報部　副部長 )
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冷戦が終結した 1990年代以来、グローバリ
ゼーションの潮流は、デジタライゼーション

と並んで、時として絡み合いながら、世界の

変動の基軸となってきた。しかし、四半世紀

の時を経た 2010年代、「グローバリゼーショ
ンの時代」は転機を迎えた。ここでは、転機

に至るこれまでの流れを整理したうえで、こ

れからの世界の行方を展望してみたい。

四半世紀の光と影

世界が一体化に向かう傾向を意味する広義

のグローバリゼーションは、シルクロードや

大航海時代といった言葉に象徴されるよう

に、きわめて長期にわたる世界史上の大きな

潮流であった。その過程では、経済的、軍事

的に優越した勢力が、劣後した勢力を支配下

に入れ、土地や財産、人間までも奪い取る事

態が往々にして発生した。帝国主義の時代の

欧州列強による植民地争奪は、その極致と言

える。

東西冷戦の終結を端緒として生じた「近年

の」グローバリゼーションにおいても、経済

的に優越する先進国と劣後する新興国との関

係が軸となっている。ただ、その内容は、先

進国の企業は貿易や投資を通じた新興国市場

への進出に事業機会を見出し、新興国の方は

先進国から導入した技術や資金を用いて経済

を発展させる、Win-Win の関係が基本であっ
た。支配から協業へ、略奪から互恵へ。この

変容こそが、近年のグローバリゼーションの

際立った特質と言える。

そのような構図の下、成長余地の縮小に悩

んでいた先進国企業の多くが活力を取り戻

し、年金基金や投資信託を通じてそうした企

業に投資していた多くの人々も利益を享受し

た。それ以上に大きな恩恵を得たのが、経済

水準が低い新興国、とりわけ人々の生活に深

刻な課題を多数抱えていた貧困国の人々で

あった。アフリカやアジアの多くの貧しい国

が、先進国から流入した資金で電気や水道、

病院といったインフラを充実させた。その結

果、深刻な問題であった幼児死亡率は劇的に

改善し平均寿命も大幅に延びた。就学率も上

昇し、携帯電話やインターネットの普及も進

んできている。人々の生存さえ危うかった貧

困国の状況の改善は、近年のグローバリゼー

ションがもたらした最大の光明と言えるだろ

う。

しかし、そうした光の裏側には、経済成長

にともなう環境負荷の増大、各国固有の文化

や価値観の破壊、各国内での格差の拡大と

いった、深刻な影の側面が併存していた。そ

れを問題視し異を唱える動きは、1999 年の
シアトルでの WTO 閣僚会議を座礁させた多
数の NGO の抗議活動に象徴されるように、
一部の人々の間で先鋭化していった。また、

2001 年の 9.11 を皮切りとした国際的なテロ
の横行も、イスラム固有の価値観と衝突し過

激な反発を招いてしまったという意味で、グ

ローバリゼーションの影の側面と言えるだろ

う。

混迷をもたらした2010年代の転機

1990 年代以降の世界に巨大な光と影を投
げかけ続けてきたグローバリゼーションであ

るが、2010 年代半ば、大きな転機が訪れた。
まず、世界の一体化が、経済の面では一応

の完成に近づき、世界の経済成長を大幅に上
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回るペースで拡大してきた貿易や国際的な投

資の伸びが経済成長並みに落ち着いてきた。

また、新興国の中心であった中国の経済成

長が鈍化したことで、先進国と新興国の互恵

関係に綻びが生じた。

さらに、2008 年からのサブプライム危機
を経て世界経済が停滞するなかで、先進国の

中・低所得層の人々は、富裕層との格差の拡

大や雇用の不安定化といった現実に直面する

ことになった。彼らの不満や不安は、ポピュ

リズムの手法を採る政治勢力によって反グ

ローバリゼーションの「民意」に仕立て上げ

られ、各国の政治に影響を及ぼしはじめた。

それが一つの臨界点に達したのが、2016
年、トランプ政権を発足させた米国大統領選

挙であり、EU 離脱を決めた英国の国民投票
である。この年を境に、グローバリゼーショ

ンを否定し自国第一を主張する思潮は、現実

の世界を動かす政治プロセスの本流になって

きたと言えるだろう。トランプ政権の米国

は、互恵関係の枠組みから外れて強力なライ

バルとなった中国に対し「通商戦争」を仕掛

け、世界の一体化の巻き戻しを図りはじめて

いる。

そして 2020 年、新型コロナの災厄が、グ
ローバリゼーションの現状を露呈させてい

る。事態の広がりの速さが、世界が一体化し

ているという現実を再確認させた一方で、各

国が連携して共通の脅威に立ち向かおうとい

う機運は盛り上がりを欠いている。世界は

今、グローバリゼーションの現実を受け止め

る主体も理念もない混迷のなかにある。

二つのシナリオ

ここまでの流れを踏まえて、これからの時

代を展望すると、大きく分けて二つのシナリ

オが考えられる。

第一に挙げられるのは、現在の「混迷」が

続くシナリオだ。各国の政府は「民意」に沿っ

て、米中摩擦に見られるような国益優先の政

策を展開する。その結果、経済活動の自国回

帰も進むが、一体化してしまった世界経済が

決定的に切り裂かれることはなく、全体を律

する秩序を欠いたまま、世界は混迷のなかを

漂流する。環境や貧困、疫病など、各国が協

調してあたるべき世界共通の課題への対応も

棚上げされることになるだろう。

第二に考えられるのは、一体化した世界の

現実に適応した新たな秩序が生まれる「再

建」のシナリオだ。近年のグローバリゼーショ

ンを支えた思想には、「世界は一体であるべ

きだ」というグローバリズムのテーゼに加え

て「自由競争が全体最適をもたらし人々の厚

生を最大化する」という新自由主義のテーゼ

が内包されていた。そして、環境や文化の破

壊、格差の拡大といったグローバリゼーショ

ンの影の側面は、行き過ぎた自由競争の結果

であり、見直すべきは世界の一体化ではなく

自由偏重の方だとも考えられる。そうした見

解から、自由偏重を修正した理念と秩序が生

まれ、グローバリゼーションは影の側面を払

拭した新たな局面を迎える。

おそらく二つ目の再建シナリオは楽観的に

過ぎるだろう。現状を踏まえると、世界は当

面、第一の混迷シナリオで進む可能性が高

い。第二のシナリオが実現することがあると

しても、それは、世界の混迷が深まり、グロー

バリゼーションを否定するだけでは、より良

い未来は生まれないという見解が世界の人々

の間で共有されてからのことだろう。その時

期がいつになるのか、現時点で見通すことは

難しい。ただ、足下のコロナ禍は、間違いな

く世界の混迷を深めることになる。それが「再

建」に向かいはじめる日をたぐり寄せること

につながるのか。事態の推移とともに、思潮

の動きにも注目していきたい。
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地域だより

ドイツからの近況便り

有坂　陽子　( ありさか　ようこ／ドイツ　ハノーファー在住 )

去年秋から冬にかけて、毎週金曜日はグレタ

さんの活動「フライデー・フォー・フューチャー

（FFF）」のデモがあり、その参加なら授業を休
むことを許可する先生や、先生も含めクラス全

員で参加する学校もでるなど定着されつつあっ

た。しかし今年１月中旬からコロナ感染ニュー

スが広まり、初めは、中国での病気、と他人事

だった。その頃日本は中国に次ぎ感染者数世界

第二位で、私は 3月 24日に帰国予定だったが、
ちょっと気を付ければ大丈夫だろうと思う程度

だった。3月下旬に帰国予定の友人も数人いた
が、皆まったく心配していなかった。

しかし、1月下旬には、ヨーロッパ圏にも広
がり、1月 28日には「ドイツでも初感染」が新
聞のトップニュースとなった。3月 9日にはド
イツ西部の州で 2名の死者が出た。その時点で
はドイツでの感染者数は 1100人を超えていた。
それ以後あっという間に事情は悪化し、ドイ

ツでは主に南部と西部で感染が広がり、3月 16
日から学校も全て休校、コンサートなどの集会

は禁止、ドイツ在住の日本人はほぼ帰国を断念

せざるを得ない状態となった。

その中で、ドイツでの規制と国全体のあり

方について決定的な要となったのは 3月 11日
のメルケル首相のスピーチだ。国民全体へ外出

自粛を求め、医療関係で働く人々に敬意を表し、

各自が自覚して行動することの大切さを切実に

訴えたスピーチは、ドイツの人々に圧倒的イ

ンパクトを与えた。（日本語分析とスピーチ訳

は以下の記事を参照していただきたい。https://
wan.or.jp/article/show/8882）
個人的に驚いたのは、ドイツ人が全体的に

そのメッセージを心に、ルールを守りだした事

だ。ドイツ人が彼女を慕っているから、人気が

あるから、という訳ではなく、特に他の人々や

社会を助けるには個人から動かなくてはいけな

いという考え方がドイツ人の社会観にある、と

いう点だ。日本は個人より社会全体を大切にし

個々の行動より社会的ルールにより人々は動く

と言われがちだ。しかし、コロナに対する態度

では個人尊重の文化であるはずのドイツの方が

よほど、社会貢献的に個人が自覚して意志的に

動いている。ドイツを守ろうというナショナリ

ズム的なものではなく、医療関係者や老人、病

弱者などの為、社会貢献には皆自己を少し犠牲

にするのは当たり前、という社会主義的な要素

があるのではないか。（ドイツは税金が高いが

文句を言う人は少ない。）個人意志など尊重さ

れず皆社会ルールで動いていると言われがちな

日本では、首相が国民に切実なメッセージを送

ることもなければ、それを国民はまともにはと

らず、人々の社会的自覚も薄く、出社しろと言

うから出社しないわけにはいかない、夜遊びに

出ても見つからなければいいなど、社会より個

人の勝手で動く人は少なくない。

ドイツでは 3月 27日から制限はますます厳
しくなり、本格的なロックダウンが始まった。

その効果が出てか、今のところ感染爆発や医療

崩壊は避けられている。政府の方針に個人の権

利縮小だと反対するグループもあり、ベルリン

など都市では禁止されているデモもあるが、マ

スク、人との距離を 1.5ｍあけるというルール
を守っての集まりとなっている。4月 20日か
ら一部店舗の開店が許可され、個人への規制も

緩和された点もあるが、４月 27日からは全国
のスーパーやその他店舗、交通機関などではマ

スクが必須。学校は 5月 18日から学年を分け
て開校の予定だが、本格的にロックダウンが

終わるのは夏まで期待できないかも知れない。

FFFに皆で参加できる日は来年だろうか。
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米国における COVID-19 の影響等について

室屋　孟門　( むろや　たけと／元インターン生　米国留学中 )

米国滞在者の観点から、COVID-19 の影響
等について報告したいと思います（４月 24
日時点）。

COVID-19 の感染拡大は、本当にあっとい
う間に人々の生活を変化させました。私は２

月までは NY で普通の学生生活を送っていま
した。中国からの渡航者を制限していると聞

いていましたし、NY では感染者もずっと出
なかったので、意外と大丈夫だと思っていた

部分もありました。しかし、状況が一変した

のは、3 月頭に感染経路が不明の（確認され
た）感染者が出た時でした。大学も休校にな

るかもねと、冗談交じりに友人と話していま

したが、それからわずか１週間で全ての授業

がオンラインに切り替わってしまいました。

NY が緊急事態宣言等を出す前だったので、
大学独自の判断だったと思います。それから

基本的には外出がままならない状況となり、

スーパー等の必要な経済活動以外は全てロッ

クダウンされてしまいました。

米国の感染者の増加は日本に比べても速い

ように思います。勿論検査の実施数が違うこ

と等も大きいと思いますが、国民性や文化の

違いも影響しているのかなと思います。

まず、こちらの人はマスクを付けることに

抵抗があるようで、最近まで多くの人がマス

クせずに外出しているのを目にしました。マ

スクの予防効果には議論があるところです

が、少なくとも意識が高いとは言えないよう

に思います。また、これは普段から思ってい

たことですが、レストランで食事をする時、

ウェットティッシュのような手を拭くものは

事前に出てきません。

さらに、COVID-19 の捉え方が地域や人に
よって違うのも特徴だと思います。トランプ

大統領は当初、COVID-19 はインフルエンザ
のようなものと軽視しており、感染拡大後は

防止策に対応しつつも、経済を早く再開した

いという思惑が見え隠れし、民主党の州知事

たちと意見の違いで攻防を繰り広げていま

す。最近では、比較的に感染者の少ない地域

で、共和党支持者を中心に、自宅待機命令の

撤回を促すデモなども始まっています（ミシ

ガン州等）。このように、色んな文化や考え

方が合わさった国という強みが、感染対策に

は弱みにもなりうるのかもしれません。勿論

日本も現時点で感染者が急増しており、大変

な状況であることに変わりはありませんが、

対応の仕方は米国と変わってくるのではと思

います。

COVID-19 の陰に隠れてしまった印象の
ある、民主党の大統領予備選挙も盛り上が

りを見せていました。最終的には撤退を表

明しましたが、特に、急進左派と呼ばれる

サンダース氏の躍進は目を見張るものがあ

りました。国民皆保険や大学無償化など、

自らも民主社会主義と唱えるほど思い切っ

た政策を打ち出し、若者を中心に相当数の

支持を得ていました（ネバダ州までは優勢）。

私にとって米国は、自由資本主義を旗印

に、能力や業績があれば評価されて成功し、

そうでない人への社会保障は抑制的との印

象がありました。しかし、格差拡大や現政

権への不満等から、米国民が基本的には毛

嫌いしていた社会主義的な政策に関心が集

まっていることは興味深く思います。現在

のパンデミックで、トランプ政権に注目が

集まっていますが、対応の結果次第では、

米国も社会福祉を充実させる方向に向かう

のでは、と感じています。
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コロナで思う「過去は未来！」

許斐　喜久子　( このみ　きくこ／関西グループ )

私は戦後生まれ、戦争に行った父が何と

か帰還して生まれた。産婆さんから「赤ちゃ

んの体を洗うのに卵がいいのですが」と言

われた母には洗濯石鹸しか無かった。小学

生の時は 1 クラス 55 人、後ろまでギュー
ギューの教室だった。こども時代は皆貧し

く、何もなかった。空き缶でままごと、缶

けりをして遊んだ。しかし食べ物はあった

し、優しい父母もいた。父母は家の周りで

畑を作り、玉ねぎ、ジャガイモ、ネギ等を

作っていた。厠から糞尿を運んで肥料にし

たから、こども達には回虫がわいた。時々

飲まされる「マクリ」の臭さには閉口し

た。母は四人のこどもの食事作りに畑、草

を燃やしての風呂沸かし、服も手作りだっ

た。洋裁学校に通って服を作り、遠足の朝

には新しい服が出来上がっていた。ピアノ

の発表会には赤いドレスも作ってくれた。

お正月に晴れ着も着ないで働く母が可哀想

に思ったが、こどもたちはトランプで遊ん

でいた。夏に家族で保養所に一泊するのが

年に一度の楽しみだった。もっと貧しい家

庭に育った夫は家族旅行なんてした事もな

かったらしい。そんな時代だった。

今コロナで引き籠っている私は母のよう

に草を刈ることもないし、畑を耕すことも

ない。風呂を沸かすのも指ひとつ、料理も

手抜きをしようと思えば買ってくるだけ。

友達とも会えないし、孫とも会えない。た

まの旅行にも行けない。夫と行こうと申し

込んだ安いクルーズ船旅行もキャンセルに

なったし、東京の孫にも会えない。奈良の

孫もコロナを心配して来ない。友人とのラ

ンチも、歌の会もない。企画した落語会も

中止になったし、協議会の会議も書類決裁

になった。夫は趣味のグリーも中止になっ

たので、本を読んだり、友人達とメール

したり、DVD やテレビを見たりしている。
仕事が無いので、私の領域に侵入してくる。

洗濯物を干したり、洗い物をしたり。

環文関西の友人に聞いてみた。コロナに

罹ったら大変なのでどこにも出かけないと

いうＭさん、老人施設に入っておられる N
さんは外との行き来が無いので内部で歌の

会を作ったとか。介護の仕事をされている

T さんは気を使って大変らしい。また奈良
で初めての感染者になった方は近所のバッ

シングで引っ越しされたと彼女から聞い

た。会社勤めの S さんは初めての在宅勤務
に戸惑っておられる様だ。

とにかく都会ではすることが無い。昔の

母のように野菜を作ったり、草を刈ったり

できない。服も買った方が安いし、子供も

車や人が怖くて外で遊べない。人が密集し

ているから、3 密がダメなら家でじっとし
ているしかない。かくて孫はプログラミン

グを始め、お手玉が上手になったらしい。

私は母の見様見真似で始めた手仕事が好

きで、マスクを作り始めた。近所の薬局が

売ってくれる事になり「コロナ需要」で起

業とあいなった。コロナの終息はあるのか

なあ？昔なら 3 密もないし、外から人も来
ないし、野良仕事もあるし、食べてはいけ

る…石油が来なくても風呂が沸かせる。と

にかく人間が増え過ぎた。恐竜が隕石で絶

滅したように、人類は滅びるのかなあ？
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親愛なるガンディージー

（ガンディーさん）。（私は、

あなたが「マハトマ（偉大な

る魂）」の尊称を好んでいな

かったことを、本を読んで知

りました。なので、私はあえ

て、あなたをより身近に感じ

たいため、あなたが好んだ呼

び方をさせていただきます。

どうかお許しください。）あ

なたがいま居られます天国か

らは、今の地上はどのように

見えているでしょうか。

ご存知のように、昨年 12
月に中国・武漢から広まった

新型コロナウイルスの災禍は

全世界に広がっています。高

齢者だけでなく、基礎疾患を

持たない若者でさえも、この

ウイルスに侵されて命を落と

しています。また、不安と猜

疑に歪んだ心は、国と国、国

と地域、そして人々の間に深

刻な分断をもたらしていま

す。私も、不安を抱えながら、

毎日を過ごしています。

人々は「伝染らない」「伝

染さない」ために、マスク

をし、会話を避け、「ソーシャ

ル・ディスタンス」と呼ば

れる距離を置いています。

IT 偏重のコミュニケーショ
ンを反省して「人と人との

リアルなつながり」が求め

られるようになった昨今な

のに、なんという皮肉なの

でしょう。

あなたの名言の一つとし

て紹介されるものに、「明日
死ぬかのように生きよ。永
遠に生きるかのように学べ」
という言葉があります。私

もあなたを敬愛する者とし

て何冊も本を読んではいる

のですが、私自身はまだこ

の言葉に直接出会えてはお

りません。あるいは、読ん

だのだけれど私が忘れてし

まったのかもしれません。

なにしろ、あなたはものす

ごい量の著作や手紙を残し

たのですから。

ただ、幸いなことに、こ

れに近いと思われる一節を

見つけました。「…いっさい
の執着心から解き放たれて
自由になることが、神を真
理として悟ることです。…
肉体の限界を認識しつつ、
日々わたしたちは、力の限

りを尽くして理想に向かっ
て精進しなければなりませ
ん」（森本達雄訳『獄中から
の手紙』岩波書店、p.22）。
ここに私は、「死すべきさ

だめを受け入れながら、毎

日を懸命に生きなさい」と

いう意味を読み取りました。

もしかしたら、この言葉が

改変されて、先に挙げた「ガ

ンディーの名言」になった

のかもしれませんね。

私も、（「僕はきっと大丈

夫！」と思いたい反面、）「も

うじき死ぬのかもしれないか

ら、毎日を懸命に生きなけれ

ば！」と思います。

この災禍をめぐっては、

様々な言説が飛び交い、混乱

に拍車をかけています。私自

身は、「人工ウイルス説」や「陰

謀論」を簡単に信じることも

できないけれど、「自然から

のしっぺ返し説」もナイーブ

すぎると思っています。なに

より、この混乱に乗じて暴力

的な何かが進められることを

恐れます。

この災禍から学んで、どの

ような社会を作っていくべき

なのか。政治、経済、科学技

術、そして人の心について

も、私は、あなたがおっしゃっ

た「スワラージ（自治）」に
その鍵があると考えていま

す。ガンディージーよ、いか

が思われますか？
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今月のテーマ：コロナ禍とグローバリゼーション　
　　　　　　　をどう考えるか

〔風〕
　地球は有限なのに、切りもなく経済成長を求めるわけ

………………………加藤三郎 1
〔ながれ〕

グローバリゼーションと人類持続………………内藤正明 4
 気候変動問題とコロナウイルスそしてグローバリゼーション

：今こそグリーンディールを…………………松下和夫 6
　グローバリゼーションを考え直す………………石川武 8
  グローバリゼーションの行方…………………小村智宏 10

〔地域だより〕
ドイツからの近況便り…………………………有坂陽子 12
米国における COVID-19 の影響等について…室屋孟門 13
コロナで思う「過去は未来！」……………許斐喜久子 14

〔エッセイ〕
　アフター・コロナの目指すべき社会は？

－マハトマ・ガンディーへの手紙………松尾和光 15
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2020 年 4 月）

4 月 16 日 グリーン連合幹事会 Web 会議に

                  藤村代表参加

※新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の状況により、

開催方法の変更、中止、延期となる可能性があります。

●グリーン連合「グリーン・ウォッチ 2020」

　発行記念シンポジウム

日時　2020 年 6 月 5 日（金）
　※詳細未定

●環境文明 21　2020 年度理事会

　定款に基づき書面により総会議題の承認をいただきます。

●環境文明 21　2020 年度通常総会

日時　2020 年 6 月 16 日（火）
　都の指導に従い書面による開催といたします。

●「環境文明塾」第四回開催

日時　2020 年 6 月 26 日または 7 月 17 日の予定

●環境倫理部会

次回日時　（未定）

●エコサロン大阪（関西グループ）

次回の会合について、日時、場所、内容は許斐（このみ）
さんにご連絡ください。
(tomato331konomidaisy@yahoo.co.jp)

2020 年 5 月号
2020 年 5 月 20 日発行
第 28 巻　第 5 号　通巻 320 号

目次 (28 巻 5 号 )

 ■環境文明 21 の活動について
　環境文明 21 は、新型コロナウイルス感染拡大の動き
を受け、当面の間、自宅勤務、営業時間短縮等を実施
いたします。お電話、FAX でのご連絡には対応できな
い場合がございますので、その場合はメールでのご連
絡をお願いいたします。
　また、今後の活動につきましては、HP でもお知らせ
いたしますので、宜しくお願いいたします。
メール： info@kanbun.org
  H   P  ：  http://www.kanbun.org/ 

■「自粛を」と言われ出し間もない頃から夫と話していた

のは、「二人だったら数ヶ月余裕」。元々インドア派（趣味

ゲーム）。お酒は好きですがグルメではないので、外食で

きなくても問題なし。視力と体力は落ちそうですが大した

ストレスもなく過ごせそう。しかし実際には子どもがおり、

そうはいきません。多少は外に出られるものの、家にいる

時間が圧倒的に増え、どのように過ごすか苦慮。息子 (3
歳 ) は、お絵かきや工作には関心が薄く、始めても 5 分で

終了。粘土に至っては手が臭くなるからと拒否。その中で

有効だったのは、大人（主に私）が楽しめるものでした。

①ピタゴラ装置作り：E テレのピタゴラスイッチという子

ども向け番組でやっているドミノ的なもの。番組のものと

は比較もできないほどの低レベルですが気に入った様子。

② LEGO( ブロック )：今の所、形のあるものを作ってい

るのは大人ですが、色々できるのが楽しい様子。／この二

つ、私としてもお絵かきなどより楽しい。そもそもお絵か

きそんなに好きじゃないし…あれ？遺伝している！？ (M)
■コロナ感染が続く中、外出自粛も延長されることに。

自宅勤務と週 2 － 3 日程度の徒歩出勤、日課の散歩、数

日おきの買物と、閉じこもり生活にも慣れ、スタッフと

も電話やメールでやり取りしていますが、やはり会話が

少ないのは寂しい限りで、日常の当たり前の暮らしの幸

せを再認識しています。／「ニュートンはペスト蔓延の

時に万有引力を発見した。私はコロナ蔓延の時に本を出

す」と張り切っている所長。これで自宅勤務も苦になら

ず免疫力も高めているようで本当に良かったです。／医

療関係や運輸、そして多くの人が各々の立場で精一杯努

力しているのに、いまだに危機感も責任感も判断力もな

く意味不明な対応を続ける政治家には怒りさえ覚えます。

また不要な外出を続ける人、患者家族を誹謗中傷する人

には人としての誇りと社会人としての自覚を持ってほし

いと。感染症も怖いけれど、それ以上に怖いのは人間の

こうした行為。こんな時こそ互いを思いやり助け合う日

本、世界でありたい。人間・社会が壊れる前に、収束

してほしいと心から願う毎日です。（コ）
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