
Covid2019後の社会予測
Social technologyと これからの流れのあくまで直感的な視点①

• Before Covid 別紙③
日本は、2000年以降世界市場の成⾧から置去り。古いビジネス
モデルから新モデルに移れない・社会構造の限界？

寺島実郎 「時代認識」2020年版

夢の時代の終わり・国家に戻る流れ・米国/EUの閉塞
エマニュエル・トッド「グローバリズム以後」

• After Covid 別紙①
リーダーに問われる感染対策/市場回復『どちらか』の選択で
はなく『トレードオフ（妥協点）』の見極め

イアン・ブレマー 朝日新聞 2020年4月29日
緊急事態が終わっても、以前と同じような世界はないだろう
「オンライン上の仕事、教育、医療、買い物、娯楽が増える」

グーグルCEO スンダー・ピチャイ朝日新聞 2020年4月29日
コロナ禍により高まる保護主義、グローバリズムのトーンダウン
デジタル技術革新が脅かす安全保障。進む経済のブロック化
国家の財政補填→負債の膨張→低金利→見えない出口戦略
米国+＄の凋落 中国とのバランス 米国内の経済危機も

ヴォルフガング・シュトレーク 朝日新聞 2020年5月5日

• With Covid 別紙②
経済活動のSDGｓ→「グリーンリカバリー」
ウィルスと共存していける社会構造の早期確立
エネルギー/・都市構造/・経済構造

高村ゆかり 東京大学未来ビジョン研究センター教授
2020.5.8 NHKラジオ R1 マイあさ 07：20

Global経済 vs ウィルスとの共生
目の前に到来する「New Normal」
急がれる発症予防、無難な治癒回復処方の確立。
その上で、経済活動をいつ、どのレベルに回復できるか
「日本再生の基軸」

寺島実郎 日本総合研究所会⾧
2020.5.8 NHKラジオ R1 マイあさ 06：40



• ビジネス
グローバルから離脱→イノベーションの見殺=技術の孤児
大企業：SCM多チャンネル化 現地法人存続か外資連携か
｢企業単位のスリム化・強靭化｣と｢開発スキームの共有化・独立化｣
(豊田中研のような企業形態が市場規模の大きさごとに形成)
中堅企業：独自の国際連携構築(WEBの革新モデル)
企業規模問わず連携とリスクヘッジ

• イノベーション・スタートアップ
若い研究者のスプラウトのネタは多角化かつニッチに拡大
ビジネスの加速はOld Engineer の経験と連携必須

• 政治・社会/都市・環境/ライフスタイル
政治･社会：景気刺激の余力なし、企業、市民単位の活性化
都市･環境：都心タワマン主体の不動産ビジネスモデル衰退

好環境の近郊/中核都市の住生活のリバイバル
ライフスタイル：70歳現役の現実化 中高年格差拡大

Covid2019後の社会予測(2020/10目途にワクチンが完成前提)
Social technologyと これからの流れのあくまで直感的な視点②

・地政学的な変化
日本：国民収入大幅減/購買能力大幅低下
米国：失業者大幅増/原油価格暴落
中国：情報少なく回復見通し不透明
EU ：感染拡大飽和→7月？市場底打ち10月？
東アジア： 徐々に回復？
ただ、米国の回復遅れ/中国の感染隠ぺいの国際的責任
他に、EUでの相互支援と信頼の崩壊 リーダー不在

・マーケット グリーンリカバリー
エネルギー ：再エネシェア拡大、脱化石エネ加速
通 信 ：5Gから広がる高速/多次元化
輸 送 ：脱高級志向/コンビニ指向

ビジネス移動の大幅縮小(JR・航空ピンチ)



別紙：① After Covid 2019 著作権上 公開は会合限り

イアン・ブレマー氏
朝日新聞ワシントン=沢村亙 2020年4月29日 5時00分

https://www.asahi.com/articles/ASN4W3HQZN4TUHBI02P.html

抜粋+一部編集

ヴォルフガング・シュトレーク氏
朝日新聞 2020年5月5日 5時00分 朝刊より転載

https://www.asahi.com/articles/DA3S14466332.html?iref=mor_articlelink02

抜粋+一部編集

①9.11の米国の対応の教訓から
物事の一つの側面だけを見て
判断してはならないこと。
②経済活動の休止の代償は甚大。一方、経済活動
を再開すれば感染が再び広がる危険。
③リーダーに問われるのは
『どちらか』の選択ではなく
『トレードオフ（妥協点）』の見極め

著書「時間かせぎの資本主義」
金融緩和による問題の先送りを批判
①2008年リーマンショック後ステロイド注射で延命した資本主義
②債務の爆増、ゼロ金利で高騰する中央銀行の資産
③続く格差の拡大 米国は大多数がその日暮し/無貯金/無保険
④コロナ禍により高まる保護主義の懸念
⑤グローバリズムのトーンダウン
⑥デジタル技術革新が脅かす安全保障。進む経済のブロック化。
⑦国家の財政補填→負債の膨張→低金利→見えない出口戦略
⑧「1930’s大恐慌後のニューディール政策 ケインズの恩恵」

これに替わる持続可能なグローバル資本主義の思想はあるか？
⑨世界の国勢バランス 米国+＄の凋落 中国とのバランス

米国内の経済危機も

グーグル スンダー・ピチャイCEO
朝日新聞 2020年4月29日 18時04分
https://www.asahi.com/articles/ASN4Y5VJ7N4YUHBI00N.html

抜粋+一部編集

①「緊急事態が終わっても、世界は以前
と同じような姿ではないだろう」

②「オンライン上の仕事、教育、医療、買い物、娯楽は今後も増える」
③ 親会社アルファベット業績は1-2月まで伸びたが、今後急激に悪化

(朝刊本誌では2020/3月広告収入は前年比-80％以上まで減少)



別紙：② With Covid 2019 著作権上 公開は会合限り

• 高村ゆかり教授
• 東京大学未来ビジョン研究センター教授
• 2020.5.8 NHKラジオ R1 マイあさ 07：20

• 抜粋+一部編集

• 寺島実郎
日本総合研究所会⾧

• 2020.5.8 NHKラジオ R1 マイあさ 06：40

• 抜粋+一部編集

①ウィルスとの共生
自然界でヒトに感染する未知ウィルス
種類推定 残り60～80万
新型インフルエンザ/SERS/MERS/ジカ熱 直近も複数
温暖化/自然破壊と野生動物接触/Global化でリスク増
②避けねばならないのは、自然災害の同時発生。
スペイン風邪(1918)流行の信濃大町地震。都心なら壊滅的救援遅滞
③経済活動のSDGｓ→「グリーンリカバリー」
ウィルスと共存していける社会構造の早期確立
エネルギー/・都市構造/・経済構造

• 安来市出身 松江北高→京都大学→一橋大学

• 静岡大学-龍谷大学-名古屋大学を経て2018年より東京大学

• 興味を引いたアクティビティ

• 国際シンポジウム

• 「気候変動とエネルギー：石炭火力発電の問題に迫る」

自然エネルギーを早く日本の基幹電源に 2015.05

• https://sekitan.jp/wp-content/uploads/2015/06/Part1_Ohno_JP.pdf
• 以前の寺島さんの未来塾の東京フォーラムの講演 201X年やったっけ

①Global経済 vs ウィルスとの共生
統計データにおいて 検体母数が極めて不足
実際の致死率を把握しなければ 共生方法を見誤る
一般外来患者抗体検出率：神戸赤十字病院3％/慶応病院6％

500人に上る感染死者/15000人を超えたPCR陽性患者
真の致死率はもっと低いだろうが、重症化時のリスクが高い

②目の前に到来する「New Normal」
発症率、重症化率は本当はどの程度なのか。
急がれる発症予防、無難な治癒回復処方の確立。
その上で、経済活動をいつ、どのレベルに回復できるか

③最近気になる著作
「日本再生の基軸」(平成の晩鐘と令和の本質的課題)

第２章 世界の構造変化への視座

対談 内田樹×寺島実郎
心身を研ぎ澄まし、重心を下げて危機に向き合う



別紙：③ Before Covid 2019 著作権上 公開は会合限り
先送りされていた課題は何？

• 寺島実郎 日本総合研究所会⾧

「時代認識」2020年版

エマニュエル・トッド
「グローバリズム以後」

1951/フランス生まれ

歴史家 人口学者

平成の30年間での世界の中での
日本の埋没→ 転がり落ちる日本

国民は不安を感じながらも
日本全体“そこそこうまくいって
いるんじゃないかシンドローム”

ありがちな
「見たくないもの」
は「見えない」

世界のＧＤＰ  日本シェア  中国シェア

1988年 18,975B$ 2位 16% 8位 2.2%

2000年 33,794B$ 2位 14% 6位 3.6%

2018年 84,825B$ 3位  6% 2位 16%

日本は1988:3087B$→2000:4887B$→2018:4971B$

アメリカやヨーロッパ(ＥＵ)はシェアの変化小さい

2000年以降世界市場の拡大か
ら大きく取り残された

2000年以前のビジネスモデル
から新モデルに移れないのか
社会構造が限界なのか (WEBから検索)

現代を遡って時代背景の
問題を深堀

Ⅰ.夢の時代の終わり(2016)
Ⅱ.暴力、分断、ニヒリズム
Ⅲ.グローバル化と

民主主義の危機(2015)
Ⅳ.米国｢金融帝国｣の終焉 (2008)

リーマン後にしばらく編集のタイムラグはあり
ますが、マネーとグローバリズムの矛盾と限界
について


