地域人 特別号

日現在）

ポストコロナ時代の
地方と都市
今年に入って世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスの感染拡大は、
なおも続いている。
日本国内の累計感染者数は 都道府県で１万７４００人以上、
死者も９４０人を超えた。
（６月

イラスト ●ネモト円筆

これからの地方と都市、
人間関係、
働き方、
自然環境、
経済はどうなるのか？ 総力で特集。

政府による緊急事態宣言は全面解除されたものの、
コロナ禍は人類や地球環境の未来を考え直す大きな転機となった。

18
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3

46

小野寺 そうですね。東京など首都圏

島にはしばらく行けない状態ですか。

産の委員もされていますが、東京から

財団の理事長や奄美大島の世界自然遺

渡邊 小野寺先生は、屋久島環境文化

コロナ時代の人間社会、都市と地方の

そこで今日はウイズコロナ、ポスト

生活や仕事をしていったらよいのか？

態に対して、どのように対応して日常

いるように思えます。私たちもこの事

社会が抱える問題も浮き彫りになって

じています。この感染症は現代の人間

国はその拡大を抑えるための方策を講

スによる感染症に世界が見舞われ、各

渡邊 今年に入り、新型コロナウイル

養老 死者数を数字でカウントした統

いぶん多かったのではないでしょうか。

それにとらわれて不安を感じた人もず

動では、数字ばかりが独り歩きして、

に報道されています。今回のコロナ騒

顕微鏡で観察したり、標本づくりです。

と家の中です。ここ（箱根）では虫を

いで、あとは特に用事もないのでずっ

養老 外に出るのはコンビニ行くくら

巣ごもり生活だと伺いましたが。

ご参加となります。養老先生はずっと

から、ウェブ会議システムを使っての

と思います。養老先生は箱根のご自宅

小野寺浩先生とともに考えていきたい

在り方などについても、養老孟司先生、

ぜいじゃく

のが本音でしょう。

ヒトゲノムの 〜 ％は
ウイルスが占めている

いう数字じゃなくて。
小野寺 志村けんさんや外交評論家の
岡本行夫さんが亡くなって私自身もシ

少し増えてきていますね。テレビなど

日現在）ですが、電車通勤の人の数は

待機から入院しました（５月 日に無

一人検査の結果、陽性と判明し、自宅

渡邊 じつは、編集部でもスタッフが

ョックでびっくりしました。

のメディアでは、新規感染者数や累計

事退院）
。私たちも原則リモートワー

渡邊 東京は緊急事態宣言中（５月

のほうがより現実でしょう。１や２と

計数字だけを見ても、それは抽象だか

本誌編集長／大正大学地域構想研究所・客員教授

からの人の移動は制限されています。

渡邊直樹

ら、現実としてイメージしにくいでし

大正大学地域構想研究所・客員教授／元環境省自然環境局長

離島は医療施設も脆弱なため、万が一

小野寺 浩

ょう。身内や知人、有名人などが死ん

大正大学地域構想研究所顧問・客員教授／東京大学名誉教授

感染者が出ててしまうと大変です。だ

参加者

だというと大事件に感じます。そちら

撮影●藤牧徹也

で何人が亡くなったなど、連日のよう

13

から今は、来てもらったら困るという

新型コロナウイルスがもたらした感染症は
世界中で甚大な被害を与えた。
それとともに、
生命・経済・社会・教育・政治などについて
考え直す契機となった。
これからの人間と自然、
都市と地方の関係などについて
養老孟司、
小野寺浩、
渡邊直樹の3人が語る。
40

22

1937年神奈川県鎌倉市生まれ。東
京大学名誉教授。著書は『唯脳論』
（ちくま学芸文庫）
、
『 身体の文学史』
（新潮文庫）
、
『 形を読む 生物の形態
をめぐって』
（ 講談社学術文庫）
、
『死
を受け入れること −生と死をめぐる対
話−』
（共著、祥伝社）
など多数ある。
現在、本誌通常号で「巻頭言」、
『新
潮』
（新潮社）
にて「コロナの認識論」
を連載中。

ず、身近にそういう事態が起こるとと

すると、故人との最期のお別れもでき

亡くなりになりました。コロナに感染

クです。彼のお母さまも罹患されてお

の数も少なく、データとして感染の実

渡邊 日本政府の対応は、ＰＣＲ検査

ます。

ともとれるほど過剰だったように感じ

れてしまう。人々の反応は、原理主義

ヒトとウイルスとは太古の昔から
共存関係にあります （養老）

てもつらいものです（ ページに闘病

いんです。

都合のよいデータや数字を並べてきた

までの政策に対しても、政府にとって

態が見えにくいところもあります。緊

小野寺 コロナ禍で特に感じたのは、

のではないかという不信感が、今回の

記を掲載）
。

日本社会の危機管理意識の低さです。

対応でさらに国民に広がっているよう

急事態宣言の発出も解除も、どこまで

これは政治の中枢に限らず、国民一人

に思います。

養老 そうなんです。だから感染者数

ひとりもまったく同じでした。政府は

養老 政府の話が抽象的すぎて、皆実

科学的判断に基づいているのか。これ

非常事態にあってもうろたえるばかり

感が湧かないのでしょう。

や死者数といった抽象的な数字ではな

でまともな手を打つことができません

「夜中まで営業している」などの通報

業要請の対象なのに店が開いている」

嫌な部分を強く感じたことです。
「休

いるように同調圧力や相互監視という

方、
「自粛警察」という言葉に表れて

また、科学的合理性が脆弱だった一

ンの効用は認めて使うということです。

れば、放射線は有害ですが、レントゲ

かの判断だというのです。一例を挙げ

中のどこまでを許容することができる

り、白か黒かではなくグレーゾーンの

というのは要するに許容量の問題であ

『安全性の考え方』によれば、安全性

小野寺 物理学者の武谷三男の著書

が殺到したといいます。マスクをしな

今回のコロナウイルスも感染の危険性

でした。

いで電車に乗ると白い目で見られたり、

と重症化の可能性という科学的判断を

2020 年（令和２）５月13日、大正大学の会議室と養老さんの自宅とをリモートでつないで鼎談が行われた。

あるいは「電車に乗るな」とまで言わ

4
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養老孟司
Takeshi Yoro

94

人間と自然、
都市と
地方の在り方
30

談
鼎
頭
巻

ウイズコロナ、
ポストコロナ時代の

渡邊 中小企業は売り上げの２、
３カ

いました。

力」とでもいうべきものが求められて

政府には危機管理意識に加えて、
「胆

の中でどう総合的に判断していくのか。

基礎としつつ、経済や生活のバランス

養老 そう、ヒトゲノムの 〜 ％は

しょうか。

共通認識になりつつあるのではないで

史、いわば共存の歴史といったことが

では人類とウイルスとの関係の長い歴

の方や養老先生たちの発言もあり、今
東京以外の生活や現場を体験していな
いから、地方のことがよくわかってい
ない。政府の対応のもどかしさであっ
たり、メディアの伝え方の問題の根底
がそこにあるように思います。
養老 それは大いにあるんじゃないで
しょうか。典型的な東京一極集中です

昨年の同期比で自殺者数は減っている
しています。というのは、宿主の死は

寄生虫は宿主が死なないように配慮

ウイルスが占めています。ところが、

というのですが、これはどう考えたら
自分の死も意味するからです。寄生虫

月分をキャッシュとして持っていれば
ね。東京だけが存在しているといった

よいのでしょうか。今は気が張ってい
にとって一番いいのは、宿主を生かさ

それがどのような機能を持つかはほと

るというか高揚状態にあるから、むし
ず殺さずの状態にしておくことです。

健全経営といってよかったのが、政府
状態だと、まもなく日本人はいなくな

ろこれからが危険ではないかと。
ウイルスの場合も最終的には似たよう

んどわかりません。ヒトとウイルスは

養老 うつ病も同じで、むしろ回復期
なことになると思います。

の支援政策決定が遅れ、実際に現金が
りますよ。世代の半分近くになる。一

が危ないとされています。うつ状態で
「新型ウイルス」とは、人間の集団に

なことをいわれてもと思います。現在、

太古の昔から、勝ち負けではない共存

は何もする気が起きないのですが、回
新たに登場し、そこに適応していくま
日本を含めて世界で多くの感染者が出
日本の人口の３割が東京圏に集中して

手元に入るのも遅れて、今後の倒産・

復してきて元気が出始めるときに自殺
でのウイルスのことです。いずれは人
て、死者も出ていますからね。

世代ごとに前の年代に比べて人数が半

してしまう。
間との間で一種の共生関係が生じて安

関係にあります。

渡邊 新型コロナウイルスに対して当
定状態になるでしょう。

減する。今年 歳の助教が言っていま

初は、抑え込んで科学の力で絶滅させ

したが、彼が大学に入った年に比べて、
今年は受験生の人数が半分近くになっ
たそうです。感染者の数では岩手県や
鳥取県は少ないですね。
小野寺 鹿児島県も 人で頑張ってい

そしてマスメディアの人たちの多くが

小野寺 政治の中枢、霞が関の役人、

きました。例えば災害への安全性の問

受してきた一方で、矛盾も顕在化して

ぎませんでした。一極集中の利点を享

日

日

新型コロナウイルスによる肺炎で志村けんさん死去

新型コロナウイルス対策特別措置法に基づく対策本部設置

小池都知事が緊急会見し「感染爆発の重大局面」
と外出自粛要請

東京オリンピック・パラリンピックの１年程度延期を決定

政府「緊急事態宣言」
を 県で解除、
８都道府県は継続

NY株が約 年ぶりの下げ幅を記録

WHO「国際的な緊急事態」
を宣言

武漢感染拡大防止のため「封鎖」

WHO（世界保健機関）
は新型コロナウイルスを確認と公表

世界

東京生まれ東京育ちですよね。今回の

それでも対全国人口比は３、４％に過

１１０万人で世界最大の都市でしたが、

います。江戸時代中期は江戸の人口が

大都市東京をつくってきて、今頃そん

が、
明治維新以来１５０年かけて３密・

ます。東京で３密を避けろといいます

10

題があり、今回のコロナもその１つと

東京一極集中と
地方の「自立 」

渡邊 インフルエンザにしても、ワク

日
厚生労働省対策推進本部会議を立ち上げ

日

日

政府が派遣したチャーター機で武漢から206人が帰国

全国の小中高校に休校を要請

国の専門家会議が見解「今後１～２週間が瀬戸際」

クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」
が横浜港に入港

日

日

月 日
日

日

月 日
日

日

日

日

日

日

女優の岡江久美子さんが新型コロナウイルスによる肺炎で死去

国内の感染者１万人超える（クルーズ船除く）
外交評論家の岡本行夫さん死去

「緊急事態宣言」全国に拡大、 都道府県は「特定警戒都道府県」
に
日

日

日

日

日

30

コロナ対策で強く感じたのは、彼らは

大阪市内のライブ参加者の感染相次ぐ

「中国武漢で原因不明の肺炎発生」
と厚生労働省が注意喚起

日経平均株価 万円割れ

日

首相が全国すべての世帯に布マスク２枚ずつ配布の方針表明

武漢に渡航した男性が国内初の感染者に

日

厚労省がオンライン診療の初診を容認

月 日

コロナ禍で、
日本社会の
危機管理意識の低さを感じた （ 小野寺）

新型コロナウイルスに対する日本と世界の動き

考えたほうがいいでしょう。大都市ほ
ど危険性が高まります。
今後 年間で高齢化が最も進むのは
東京都で、 万人以上の高齢者が生ま
れます。彼らを収容する介護老人保健
施設はなく、大部分が溢れることが予

日

７都府県に「緊急事態宣言」
政府、108兆円規模の経済対策を実施すると表明

月 日

国内の死者100人超える（クルーズ船除く）

日

日

新型コロナ治療薬としてレムデシビルを承認

政府「緊急事態宣言」５月 日まで延長
日

レナウン経営破綻、
上場企業では初
緊急事態の解除宣言、
約１か月半ぶりに全国で解除
東京都は緩和第 段階へ「ウイズ コロナ宣言」

・９兆円の 次補正予算成立

世界の死者が 万人を超える

武漢封鎖が解除

英チャールズ皇太子感染

米ニューヨーク州が外出制限開始

欧州各国で国境封鎖

米国、
国家非常事態を宣言

WHOがパンデミック表明

NYダウ一時、2000ドル超下落

2

測されています。防災や食料供給に加
えて、老人問題もじつは待ったなしで
す。東京と地方のバランス、つまり地
方創生というテーマは、東京問題、日
本社会全体の問題なんですね。
養老 人口が都会に集中しているのは
日本だけではありません。世界の人口
の８割は、今都会で生活しています。
日本は特に、将来の東海地震などの大
地震を考えると、防災・減災の観点か
らも東京一極集中は避けなければいけ
ない課題です。流通が打撃を受ければ、
食料問題にも絡んできて東京は相当き
ついことになるでしょう。
渡邊 地方創生や地方の時代と言われ
て久しいですし、
『地域人』も地方創

日

月 日

日

「 月の訪日外国人旅行者

・ ％減少」政府観光局
日

日

39

生をテーマとしているわけですが、現
実には東京一極集中は止まらないどこ

13

31

99
9

2
月 日

日

日

2

ろか、さらに進む傾向にありました。

2

2

しかし、今回のコロナ禍で、さすがに
今度こそは東京から地方への移住が増
えたり、生活行動の価値判断の基準が
変わるのではないかと思いますが。

4

世界の死者 万人を超える

10

日本

るとか、打ち勝つというような言い方

1946年北海道札幌市生まれ。大正
大学地域構想研究所・客員教授。
73年に環境庁に入庁し、官房審議
官等を経て2003年に自然環境局長
に就任。鹿児島県に出向中に屋久
島の地域づくりと世界遺産登録に関
わる。05年に退官後、
東京大学特任
教授を経て現職。屋久島環境文化
財団理事長も務める。

チンや治療薬はありますが、いまだに

Hiroshi Onodera

をする人がいました。しかし、専門家

失業の連鎖が心配です。今のところ、

40
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ＯＥＣＤ
「今年の経済見通しをマイナス７・６～マイナス６・０％」
と公表
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