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2．新型コロナについて

新型コロナによる米国での死者数は 40万人
を超え、第二次世界大戦での死者数を超えた

とも言われ、日本の死者数は既に中国の公式

報告数を超えている。新型コロナはインター

フェロン（免疫を高める物質）を抑制して重

症化させるが、エクアドルでは抑制機能が上

り強毒性化した系統進化の可能性も指摘され

る。ウイルス学的にも、感染力と環境適応力

が非常に高く温度も湿度も関係なく広がる特

異性があり、無症状から重症まで症状も様々

で特効薬もない。発生から 1年経っても猛威
を振るい続ける油断ならないウイルスだ。

さらに不顕性感染事例が多いため、何も対

策をとらなければ重症者の発生可能性が続く。

発見されて間もない感染症でわからないこと

も多いので、十分な警戒が必要だ。絶えずコ

ロナを意識し、まず他人に感染させない・感

染を拡大させないことが重要だ。経済と感染

対策を天秤にかけるのではなく、感染対策の

先に経済発展があるとの一つの軸で考えなけ

ればならない。Withマスク、Withソーシャル
ディスタンスを常識に、新しい生活様式をベー

スにした経済・社会システムの進化が必要だ。

新型コロナと同様、他のウイルスも常に

進化している。例えば 2009 年に大流行した
豚インフルエンザがいずれヒト型に進化す

るのではとの懸念があり、その場合は現在

のワクチンはすべて無効になる可能性も懸

念されている。国際政治・経済の流れの中

で WHO のパンデミックに対する動きは後
手に回りがちで、2014 年のエボラ出血熱で
も対応の遅れから被害が拡大したことから、

各国は国際機関に頼らず自国を守るとの意

識を持たざるを得ない。

３．コロナ禍から学んだこと

新型コロナは自然界の摂理として人間社会

を襲っているとも言える。自然界は太陽光エネ

ルギーのみを元にした、上位の生物ほど数が少

なくなる安定した生態系ピラミッドによる輪廻

転生、完全無欠の循環システムだが、人間の登

場によりシステムに狂いが生じた。78億ほど
の人間は生態系ピラミッドの最上位捕食者とな

り、下位の生物相からあらゆる資源を吸い上げ

て生物を滅ぼし、生物多様性の劣化を引き起こ

した。更に、太陽のエネルギーと資源だけでは

足りず、化石燃料を掘り出しエネルギーとして

使い、プラスチックなどの化学物質の生産にも

充てた。しかし化学物質を分解して循環させる

菌類は自然界には存在せず、環境内に残留し環

境汚染となる。また石炭、石油の燃焼により発

生する大量の温室効果ガスを森林が吸収しきれ

ず地球温暖化がもたらされる。温暖化、廃棄物、

生物多様性劣化という地球環境の三大問題の根

源はすべて人間の大量消費大量廃棄にある。

増えすぎた「種」には天敵が現れ数を減少さ

せバランスを取り戻すのが自然界の摂理で、新

型コロナを含む感染症もそのメカニズムとして

誕生したといえよう。生物多様性の保全は人間

社会の持続性のための安全保障と捉え、生物多

様性の破壊を止め自然と共生する社会を構築し

ていくしかない。

自然との共生は、ゾーニングにより野生生

物界と人間社会が棲み分けて、各々が取り分

と住処をわきまえて生きていくことで実現す

るが、人間はそれを破壊して野生生物の領域

に入り込みすぎたため、多くの生物が滅ぼさ

れ、逆に人間もウイルスの攻撃を受けている。

人類の危機を乗り越えるには生活変容が必須

だ。資源搾取型のグローバリゼーションの社会

1月22日(金)開催のミニセミナー、五箇公一講師による「生物多様性と新型コロナ」の後半をご紹介します。
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から脱却し、地方分散型のローカリゼーション

/ 地域に根ざした持続的社会へとパラダイムシ

フトし、あらゆるシステムを地域で回していく

「地産地消」のライフスタイルが求められる。

コロナ禍は、医療用マスク不足に象徴される

ように、効率化と経済性重視で異常なまでに発

展したグローバルサプライチェーンがもたらし

た災害とも言える。今後は、SDGsの精神に則り、
それぞれの国や地域が自立した独自の経済・社

会を持ったうえで、お互いに適度な張力でバラ

ンスをとり、それぞれの持ち味でグローバルに

共生するという自立連携に基づく健全なグロー

バル化に向かわなければならないだろう。

地方分散、地域分散型の経済社会の構築が

必要であり、その際には、人的資源としての

多様性・個性、地域資源としての環境や文化

の固有性を尊重・活用することが肝要だ。

４．日本の将来に向けて

歴史的に見て、日本ほど自然共生型の持

続性の高い社会を維持してきた国はないだ

ろう。縄文時代という自然共生社会が 100
世紀も続いたが、農耕文明に進化した他の

地域に比しても当時の日本の文明は進んで

いたとされる。江戸時代には鎖国政策のも

と世界有数の経済大国となり、里山での農

耕主体の生活様式（村社会）をベースに、

幕藩体制により持続的な地方分散型社会を

確立した。放置すれば極相林となって生物

多様性が劣化する温帯モンスーン気候の日

本で、里山が生物多様性を高め、日本人は

豊かな生物多様性が生み出す生態系機能か

ら「自然の恵み」を受けてきた。

しかし現代になって共生関係は崩壊し、農

業は集約化＝化学肥料依存により循環型では

なくなり環境を劣化させた。更に農産物の輸

入により第 1 次産業が衰退したことで里山
は劣化し、里山で育まれた固有生物が減って

劣悪な環境でも生きられる外来種が跋
ば っ こ

扈する

こととなった。今や資源消費大国、海外の資

源に依存するパラサイト状態の資源依存貧大

国・日本には、自然災害や感染症のみならず、

経済的な危機、国際競争力の低下、海外から

の資源枯渇など様々な危機が迫っている。

新型コロナをきっかけに、日本を自立した

国として立ち直らせなければならない。まず

は IT や自動化技術を活用して第一次産業を
活性化し、地方社会にスマート技術を実装し

て地域格差をなくし、若い人材を地方に分散

させて地域社会を盛り立てる。更に地域環境

に適した再生エネルギーシステムを採用して

地域ごとにエネルギー循環を実現する。

注目の EV車は大量のレアメタルが必要に
なるという盲点があり、化石燃料の採掘を途

上国のレアメタル採掘に代替させているだけ

で、現状では製造工程から廃車に至るまでの

CO2 排出量はガソリン車より大きいという試

算もある。電力生産においても、メガソーラー

の設備は多量の廃棄物となるだけでなく、地

方の景観を損なう。都市部の電力需要を地方

が供給するのではなく、地域のエネルギー需要

は地域で満たすべきだ。また持続的な商工業の

維持のためには、いずれ撤退する大型施設では

なく、地元密着型の商店街の育成が必要だ。

地方分散型社会の構築には、自然災害に対

するオールマイティな危機管理体制の確立が

必要だ。喫緊の課題である新興感染症対策に

ついても中心的な組織を作るべきだ。感染症

対策の根本には生物多様性の管理があること

から、環境省が主体となって、様々な省庁と

連携して進めるべきである。東京一極集中が

新型コロナ感染症の終息を妨げていることか

らもわかるように、危機管理の強い国にする

には首都機能分散が肝要だ。技術革新により

地方分散型社会は実現可能になりつつあり、自

然循環型の持続的な国家をめざして政治機能の

分散に踏み出して初めて、日本は開かれた強い

自立国家になれるだろう。　　（文責：事務局）
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2月5日(金)にオンラインで開催いたしました、第8回環文ミニセミナーの概要を紹介いたします。

第8回「学び考え行動する人をどう育てるか」

日時：2月5日（金）16:00－17:00
講師：浅利 美鈴 氏
　（京都大学大学院地球環境学堂　准教授）

大学院で、食品ロス、プラスチックごみ、

災害廃棄物などをテーマにごみ問題を扱って

きたことをベースとして、SDGs をキーワー
ドに、学生と取り組んで来た事例を紹介する。

日本では COP3 京都会議（1997）の後で地
球環境問題への意識が盛り上がったが、2010
年頃になると関心・認識がかなり下がってき

た。私は学生時代に「京大ごみ部」を立ち上

げて普及啓発活動を行ってきたが、2013 年
から「エコ～るど京大」を学生と共に開始

し、学生の発案で様々なプロジェクトを実施

している。学生の着想と実行力は素晴らしく、

2018 年には、「京都着物企画」という京大学
部生の活動とのコラボで、「Kistory」( 着物、
ストーリー、ヒストリーをかけた造語 ) とい
うイベントを開催し、毎年２回開催している。

現代の若者は大量生産、大量消費型の社

会の変革が必要と考えているようだ。モノ

に苦労したことのない世代で、モノへの執

着がなく「シェア」することへの抵抗もな

い、モノより心の豊かさを重視する彼等を

見ていると、モノの所有に対する感覚が変っ

てきていると感じる。

そうした活動を企業が黙って見ているわけ

もなく、協力企業も増えている。例えばラジ

オ局とのコラボで、早朝 6：45 から「今日
も明日も SDGs」という Zoom 番組を放映し、
17 日間で SDGs の 17 目標を一つずつ取り上
げ、わかりやすく解説した。

2015 年の SDGs 採択の翌年に入学した学

生からの、中学や高校では盛んな SDGs を学
ぶ機会が大学にはないとの指摘から、SDGs
について学び始めた。議論だけに終わらない

よう、学生の気付きをベースに SDGs の 17
目標をひとつずつ具体的に考え、翌年以降は

17 項目をそれぞれ掘り下げた活動を、学生
の発案で続けている。

それに加え、地元京都の小学校からの依

頼をきっかけに、SDGs をキーワードとした
環境教育＝ SDGs 教育プログラムも実施し
ている。SDGs についてレクチャー（5 年生
対象）し、その後「SDGs ノート」に 1 ヶ月
間の気付きや発見を各目標のページに記載

するという宿題を出し、後日グループワー

クで意見交換を行う。これらの作業により

17 項目の社会問題を見る目が養われ、子供
達は SDGs の観点から物事を見るようにな
る。ある小学校では、SDGs17 項目の視点で
地域内の課題や継続すべきことを見つけ出

して SDGs マップに記載し、地域住民も参
加する発表会を行ったところ、地域計画に

反映されたという実績もある。

授業自体は総合学習の時間に行うが、先生

方の工夫により他の教科とも連携できてお

り、共通の素材である SDGs を媒介として各
教科の繋がりが出来ている。さらに、幅広い

社会問題を扱う SDGs を考えることで、子供
達の多様な関心を高め、彼等の個性が発揮で

きる場になるのではないかと考えられる。

SDGs は「世界共通語」であり、SDGs 教
育により若い世代の社会的センスが磨かれ、

社会課題を体系的に整理して学ぶことが可

能になる。私も、ごみを研究するにあたっ

て体験した閉塞感が SDGs により解消した
と感じている。


	202103_09-10
	202103_11

