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　前号の巻頭言では気候危機のことを述べさせて頂きました。

　気候危機は収束に向かっているどころか加速しています。現在のコロナ禍も人類活動に伴う気候
変動の所産であり、温暖化進行に従って動物媒介性感染症のリスクが高まることは前号で紹介した
2018 年 10 月の IPCC の 1.5℃特別報告書でも既に記述されています。
　人類史は感染症の歴史といってもよいくらい様々な感染症を経験しています。パンデミックの後は　
人々の価値観が変わり、社会が大きく変わるといわれます。
　コロナ以前に既に人類は Business as usual（BAU）、即ち、このままの延長線上では成り立た
ないとしてパラダイム・シフトを仕掛けました。2015 年の「持続可能な発展のためのアジェンダ
2030(SDGs)」と「パリ協定」です。近代始まって以来のパラダイムは「進歩・成長」でした。これは
暗黙の裡に地球環境・資源は無限という錯覚に基づいていました。人類の活動がプラネタリー・バウ
ンダリーを超えてしまい、有限な地球環境・資源という現実を前にして「持続可能な発展」というパ
ラダイムにシフトせざるを得なくなったのです。
　今回のコロナ禍はこのパラダイム・シフトを加速させるドライビングフォースになっています。世
界中でグリーンリカバリーが唱導されていますが、一人、日本のみが取り残されているように感じら
れてなりません。
　首相が 2050 年カーボン・ニュートラルを宣言したことは大変好ましいことですが，周回おくれな
がらも世界にかろうじてキャッチアップしたにすぎません。しかし施策は 2030 年以降のテクノロジ
カル・イノベーションに大きく依存しており、ここ 10 年が勝負所と言われていることに比して内容
は無きに等しい状況です。
　救いは自治体が動き出していることです、2020 年末の状況で 201 自治体がゼロ・カーボン・シテ
イ宣言をし、域内人口は 9 千万人というほぼ日本の人口の 4 分の 3 を占めていることです。条例等も
検討され出しており、10 年の勝負所で気候危機にかろうじて対応が進む可能性を秘めています。
　企業の環境経営はこれを先取りして事業機会につなげない限り存続は難しいと考えられます。

　ところで、「持続可能な発展」というパラダイムも内容は曖昧ですが、それを考えるには、まず何
故 BAU では成り立たなくなったかを考える必要があります。
　現在の大工業文明は化石燃料に依存した化石文明といっても過言ではありません。脱炭素というこ
とは単に CO2 の排出をやめればよいということに止まらず、経済・社会システムの大変革を伴います。
現代の工業文明が発展してきた背景には西欧の科学革命があります。西欧科学も多くはイスラムから
継承していますが、一人西欧でのみ発展したのは科学革命があったからと言われます。
　西欧科学革命の神髄はデカルトの心身二元論 ( コギトー・エルゴ・スム、われ思う、故に我あり )
であり、これが人間と自然を分かち、人間が自然を支配するという現代工業文明を発展させ、それが
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行き詰まったということです。
　人類は 700 万年前に猿人として地球上に現れました。しかし、この大工業文明は約 350 年前の西欧
の科学革命から発したわけで、実に人類史 2 万分の 1 の期間に起きたことであり、それがこのままの
延長線上では人類滅亡さえも展望され出している状況です。
　そこで、「持続可能な発展」の神髄はこの二元論の克服にあると考えます。

　自然は人間が支配するものではなく、人間と自然は一体のもの、人間は自然の中の一員という東洋、
縄文、古代ケルト文明などに通底する価値を再度、前面に押し出す必要があると考えます。
　経済学を含め西欧科学革命から発展した西欧科学的な論理の議論をいくらしても方向性は見えてこ
ないと考えます。人間と自然は一体のものという前提で、歴史的洞察、哲学的洞察、真善美を考える、
ということから展望が開けられると考えます。

　これまで環境・ESG 経営といっても研究は何らかの事象 ( 負荷 ) に対処する Reactive な活動に関
するものが主体でしたが、これはこれで今後とも価値ある研究と考えます。
　しかし、With//Post コロナの時代、加速されたパラダイム・シフト後の世界での「あるべき企業像」、

「ありたい企業像」、等 proactive な活動についての研究が急務と考えます。2020 年 1 月のダボス会議
で提案されたステークホルダー資本主義はその一つかもしれません。
　今回のパンデミックを前にして当学会の今後の研究発表では、こうした観点からのものが多く応募
されることを願っています。　

以　上


