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介護、
医療現場の明日
ポスト
・コロナ禍

外国人材、
広がる送り出し国
――アジアイノベーション還流
中国に出現した
「リベンジ消費」
日本に「一帯一路」への積極参加を呼びかける蒋建国・新聞弁公室主任＝北京2017年12月16日、赤間清広撮影

上海市は５月５日を「５・５買い物節」と位置づけ、大規模な消費拡大イベントを実施した。写真は前日の４日に家電や旅行
1
業界、インターネット通販などの企業幹部のほか、李強・市共産党委書記も出席して開いた「５・５買い物節」開幕式典
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＝上海市内で工藤哲撮影
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ポスト・コロナ禍

中国に出現した「リベンジ消費」
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中国と日本は新型コロナウイルス感染の第一波をかわしつつある。中国では
４月以降、自動車や不動産への支出に明らかな復調傾向がみられ、これまで
抑圧されていた消費が反動的に回復する「リベンジ消費」が起きている。
北京では感染への警戒から公共交通機関を敬遠する傾向から渋滞が激しく
なっている。コロナ禍後の消費動向には、これまでと違った新たなトレン
ドが生じている。
ビジネス情報
コロナ禍の航空業界 タイ国際航空「経営破綻」の衝撃
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日本人ビジネスマンにもなじみが深いタイのナショナルフラッグ・キャリア
「タイ国際航空」が事実上、経営破綻した。ＬＣＣとの競合などでコロナ以
前から経営が悪化していた。感染拡大による航空業界への悪影響は甚大で、
欧州を中心に政府がナショナルフラッグ・キャリアを救済する方向が強まっ
ている。
シリーズ：米国のミャンマー人脈21 議会動かすロヒンギャ救済の「先導者」
ダニエル・サリバン ＮＧＯ「レフュージ・インターナショナル」上級アドボケート

10

世界にまん延する新型コロナウイルス感染症の発生で、ミャンマーやバング
ラデシュのロヒンギャ難民キャンプなどから逃れようとする人々が「再難
民」化している。その窮状を訴え続け、米国政府に改善策を求めているの
が、米ＮＧＯ「レフュージ・インターナショナル」の人権問題担当上級アド
ボケート（提唱者）、ダニエル・サリバン氏だ。
シリーズ：中国商務熱点８
ＥＣの貧困支援の早送りボタンが押された――農村振興も後押し

コラム・小川忠のインドネシア目線

新型ウイルス危機のイスラム神学解釈

リーガルコーナー
新型コロナウイルスの拡散による韓国でのビジネスに関する留意事項
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1960年、北京生まれ。82年、南京大学
卒。82-89年『経済日報』に勤務。89-99
年、東京大学(ジャーナリズム)、慶応大学
(経済学)に留学。99-2003年萩国際大学教
授。03-10年経済日報月刊『経済』主筆。
10年から日本企業(中国)研究院執行院長。
現在は「人民中国」副総編集長も務める。

陳言

毎日アジアビジネス研究所

シニアフェロー

わせて「両会」と称している――が、

ウイルス被害は軽微だと言える。緊急

国や米国に比べて、日本の新型コロナ

け、消費面における変化について報

は中国社会に起きている変化、とりわ

ルスの襲撃第一波をかわしたが、本稿

中日両国は前後して新型コロナウイ

新型コロナウイルスの影響で、２カ月

事態宣言解除後の日本の経済にいかな

告、分析したものである。

日現在）で、欧州の主要

余り遅れて開催された。中国経済は国

る変化が現れるのか、世界の注目を集

５人（５月

内外のコロナ禍の影響を受け、成長率

めている。

県を含む全国の緊急事態宣言を解除し

ど発表したデータによると、４月の世

中国人民銀行（中央銀行）がこのほ

預金減少と消費の反発

はかなり下落したが、会議の討論から
見ると、安定成長を保持し断崖絶壁的
な急降下は避けられるという、想定の
範囲内の結論だった。
日、日本は遅れていた５都道
た。中国メディアの報道によると、人

帯預金は７９９６億元（約

幅増加と鮮明な対比となっている。中

５月

口１億２０００万人の日本では、新型

少しており、４月に１日平均で２６６

央銀行のこれ以前のデータによると、

１２

1

る。

これは、第

四半期の世帯預金の大

が銀行から流出したことを意味してい

コロナウイルス性肺炎確定診断を受け

億元（約４０００億円）を超える預金

兆円）減
た患者数は１万６５６９人、死亡８２

２５

3
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５月下旬、中日両国では注目すべき

日には全国人民

日に中国人民政治協商会議（国

二つの出来事があった。一つは中国
で、
政諮問機関）が、翌

代表大会（全人代、国会に相当）――

２２

２１

中国国内ではこの二つの全国会議を会

２５

ポスト・コロナ禍
中国に出現した「リベンジ消費」
陳言
毎日アジアビジネス研究所シニアフェロー

約２カ月遅れで開幕した第 期全国人民
代表大会（全人代）。代表はマスク着用
で出席した＝北京で 月 日、新華社

中・長期貸付は４３８９億元（約 兆
６０００億円）増加している。これ
は、第１四半期の世帯貸付は新たに

かった。
このデータは市場の予想を超えてお

・６％

・５％増、浙江が８・

販売額は前年同期比で上海が

増、重慶が

け、中央と地方政府の先行きのある一

の成約状況も改善している。大手不動

自動車消費の復活以外にも、不動産

８％増となった。

連の政策が発表されるに従って、市場

産仲介機関の中原地産公司のデータに

り、国内のコロナ制御情勢が好転し続

円）増え、昨年同期よりも６０２２億

では自動車業界の生産・販売が続けて

よると、４月の一線都市の商品住宅の

兆１５００億

元（約９兆円）増加が少なく、中でも

回復に向かうだろうと考えられるよう

兆２１００億元（約

短期貸付は５０９億元（約７６００億

契約率は前期比

％増だった。中でも

になった。中国汽車協会によると、現

上海では

円）減った。

在自動車メーカーの生産・経営は基本

京と広州ではどちらも

％を超える伸

％増、深圳では８％増、北
的に回復しており、生産量もすでに昨

びとなった。

住宅積立の減少はコロナ禍で長期間
抑制されていた消費が報復（リベン

年同期と同レベルに達している。中で

克而瑞（ＣＲＩＣ）研究センターの

は依然として強く、二、三線都市では

も商用車は前年同期比で顕著な伸びを

国務院商務部（省）の王炳南副大臣

感染症により抑制されていた不動産購

統計データによると、一線都市の上

は、５月８日の記者会見で、「自動

入需要が集中的に解放され、特に重

示していて、生産・販売台数は一カ月

民生銀行首席研究員、温彬氏が５月

車・家電などの前期に抑制・凍結され

慶、徐州、杭州、青島などの都市で顕

海、深圳のハイエンド顧客群の購買力

中旬に発表したリポートは、４月に

ていた耐久消費材販売数が顕著に上昇

著に上昇し、同規模の都市の中でも

の最高記録を更新している。

ジ）的反発を開始することを意味して
いるのか否か？
自動車、不動産は住民支出の二大項
目だが、最近、明らかに復調の兆しが

入って、国内の感染制御が効果を現し

している」と発表した。５月の「メー

トップクラスになっているという。

見えている。

始めると、それに伴って、職場復帰、

デー休暇」中、重点観測企業の自動車

兆４７０

生産再開、取引再開、市場再開が整然

動車）工業協会が発表した最新の生

を決めるのは、往々にして二種類の力

一大危機を経て、続く経済トレンド

ディーなリバウンドを実現している。

危機後の中国経済はいずれもスピー

呼吸症候群）や２００８年の国際金融

コロナが変えた中国の消費トレンド

兆円）増加しており、毎

見え、不動産、自動車販売の面で、第
四半期に比べて明らかに復調した。
日に中国汽車（自
産・販売データによると、４月の自動

である。一つは習慣性の回復で、つま

これは人類の経済活動の自然な回復で

月

を示している。中でも個人消費貸付金

車生産・販売台数が今年初めて前年同

り深い落ち込みの後の大幅なリバウン

自動車では、

を主とした短期貸付金が２２８０億元

期比プラス成長となり、中でも販売台

兆円）増加していること

（３兆４０００億円）増加し、個人

あり、恐慌心理が収まった後の、平常

の貸付金も４月には前年同期比６６６

中央銀行のデータは同時に、世帯へ

として銀行に流入したことになる。

日平均７００億元（約

０億元（約

４９

ドであり、例えばＳＡＲＳ（重症急性

９億元（約

５０

カ月連続の下落に歯止めがか
２１
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４５

数は

１１

（不動産購入）銀行ローンを主とする
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1

２８

５７

１8

と行われ、住民の消費も回復の兆しが

第１四半期には世帯預金は

5

兆円）が預金

6

13

22

1

９７
１０

４月の北京の自動車販売店。店の前にはナンバープレートを付けていない在庫の車が多
く止まっていた
＝北京市内で２０２０年４月１３日午後、赤間清広撮影

の状態への回帰である。
もう一つの力とは、われわれが当た

向け、即興式などありとあらゆる細分

化された商品で、人々の多様化した

面、特に危機以前に当たり前と思って

ことだ。われわれが経済と商業の基本

と発表している。さらに第三の空間で

年内は社員のリモートワークを続ける

一部の大手科学技術企業はすでに、

ニーズに応えている。

いたものに変化が生じる、あるいは遥

の仕事、柔軟なワークスタイル、リ

り前に思っていた条件がすべて変わる

か先のことだと考えていた変化が起

モートワークなどを含むテレワークと

オフィスの結合が普通の状態になろう

き、突然現実になった。
中国市場に発生した新たな変化に

離）、公共交通、中央ビジネス地区

シャル・ディスタンシング（社会的距

コロナ禍が重篤だった都市。ソー

後には、企業内部や企業とエコ・パー

や建設をもたらすものとなり、その背

は工業団地やＣＢＤなどの新たな設計

でのオフィス、オフィスビル、ひいて

としている。これは、かえってこれま

（ＣＢＤ）、消費などの認識と行動が

トナーの協力スタイルの変化があり、

滞がひどくなった。コロナ禍後、中国

く注目するようになり、個人の健康か

人々は健康について、これまでにな
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は、次のようなものがある。

変化した。例えば、公共交通の利用に

ではスマート外出の分野の都市改革が

ら家族の健康、ひいては地域衛生に至

新たな効率の範囲や革新の可能性を探

推進され、第５世代移動通信システム

に関心を向け、健康的なライフスタイ

対する敬遠、北京の消費者はマイカー

５
(Ｇ ―
) 自動運転、電気自動車（Ｅ
Ｖ）―スマート、グリーン、ヘルシー

ルへの認知を新たなものとしている。

し求めるものだ。

外出、モノのインターネット（Ｉｏ

消費者は人類の生存環境の脆弱さを痛

運転を好むようになり、その結果、渋

Ｔ）、エネルギーシステム関連政策の

感し、消費の中で持続可能主義（サス

テナビリティ）を体現しようとしてい

るまで、環境全体に注目し、気候変動

明確化がさらに進んだ。
コロナ禍は米国製ビデオ会議アプリ

都市封鎖（ロックダウン）の期間

る。
技術の大手企業は次々と会議ソフトを

中、家庭には自給自足機能が必要とさ

ＺＯＯＭ のユーザーが激増し、科学
発売し、ＰＣ、モバイル、会場、企業

5

れ、経済と正常な社会生活が戻った後
ン教育ツールに早く、習熟するように

目に見えないところで消費に変化が

要求した。中国ではオンライン教育が

のは外食から中食への変化、家庭の
生じ始め、消費に新たなトレンドを生

も、家庭に関する消費とサービスは増

キッチンへの転向、映画館から居間へ
み出し、コロナ禍後の消費でもある程

すでに常態になっている。

と、家庭の設備と環境はアップグレー
度持続しそうだ。

加するだろうし、その中でも大きなも

ドし、周辺地域の消費とサービス業態

し、グローバル・サプライチェーンの

中国は世界最大規模の製造業を有
ふるっていた時、中日民衆、企業は手

いるが、新型コロナウイルスが猛威を

の各分野で、中国の技術をリードして

日本は教育、医療、工業製造のなど

中心でもある。コロナウイルス感染症

を携えて共同防疫活動を行い、共通認
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には調整が行われるだろう。

が流行拡大している時期には、サプラ

割は巨大だ。マクロ的に見ると、新型

識を持った。これらが中日相互信頼の

動化・スマート化は、サプライチェー

コロナウイルス制圧後、中日経済の安

イチェーンが中断し、操業再開は困難

ンに与えた衝撃に対応することがで

定が維持され、成長速度は欧米に比べ

基礎になれば、新たな中国の消費拡大

き、作業の連続性を保つことができ

て高く、中日韓の相互信頼を増大させ

で、スマート製造の進行を速めること

る。工場はデジタル化が進む最大の場

れば、両国提携に新たなチャンスが生

潮流に乗って、日本企業が発揮する役

となり、より多くのセンサー、ビッグ

まれるだろう。

となるだろう。より高いレベルでの自

データ、スマート化された予測、検査
測定、運行、メンテナンス技術、人と
機器との連携、機器と機器とのコント
ロールと連携、相互学習と方針決定が
より多用され、これらすべてが加速し
て発展していくだろう。
教育の分野ではメインのオンライン
化が一晩のうちに実現し、コロナ禍の
間に、一部の学校は各教師にオンライ

6

コロナ禍の航空業界
タイ国際航空「経営破綻」の衝撃

新型コロナウイルス感染拡大の影響で世界の多くの航空会社が運航の大幅縮

小や停止に追い込まれる中、タイのナショナルフラッグ・キャリアで日本人に

もなじみの深い「タイ国際航空」の法的整理が決まり、事実上経営破綻した。

タイでも多くの格安航空会社（ＬＣＣ）が台頭し、政府系企業としてぬるま湯

的経営から脱却できないタイ国際航空は業績不振が続いていた。感染拡大で各

【毎日アジアビジネス研究所】

カ国

機

都市以上を結ぶ

整理を選択した。事実上の経営破綻だ

削減、機材の整理などに取り組む法的

裁判所の管理下で従業員の人数や給与

の自主再建を断念。破産法に基づいて

はそれまで目指していたタイ国際航空

現地からの報道によると、タイ政府

渡航者だけではなくバンコクでの乗り

当たるバンコクの利点を生かし。タイ

アの東西南北のを結ぶ航空路の交点に

（２０１９年冬ダイヤ）を運航。アジ

福岡、札幌、仙台の６都市に週便

阪（関西）、名古屋（セントレア）、

日本路線は東京（成田、羽田）、大

継ぎ客を取り込むことで、同社は成長

が、米国の連邦破産法

に事業を継続しながらの再建が可能

を果たしてきた。
が収束すれば、現在ほぼ停止している
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国の航空会社はかつてない大打撃を受けており、今後も経営破綻する航空会社
が相次ぐ可能性もある。

を擁し、世界

アバス３８０、３５０など大型機

０人。ボーイング７７７や７８７、エ

タイ国際航空は従業員約２万２００

運航を再開させるとしている。

法的整理で再建、運航は継続の見通し
タイ国際航空のチャクリ・パラプン
タックル副会長兼社長代理は５月

日

日、「タイの中央破産裁判所と破産法
に基づき実行される再生計画が、

にタイ政府によって承認された」と発

８２

世界でも有数の規模の航空会社だ。

６０
条などと同様

表した。

３０

２０
１９
で、同社は、新型コロナウイルス感染

１１
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⑥業界 タイ国際航空
「経営破綻」の衝撃
新型コロナウイルス感染拡大で運航が停止され、法的処理に追い込まれたタイ国際航空のエアバス機
＝新千歳空港で小川祐希撮影

空幹部に高額の賄賂が渡っていたとさ

５年までの長期にわたってタイ国際航

どの効率化策を進めて一時的に黒字を

時は公的資金が注入され、人員削減な

と、政府は今回も融資保証に応じるな

ＬＣＣとの競争激化

２０１０年代に入り、経営刷新を期

どしてタイ国際航空の自主再建を認め

「ぬるま湯」体質
クからアジア域内への近距離国際線も

待されて外部から送り込まれた社長が

回復した。バンコクからの報道による

タイでは新型コロナウイルス感染拡
運航し、低価格を武器にシェアを伸ば

る方針だった。

れる。
日に非常事態が宣言され

数年という短い期間で辞任し、その後

大で、３月
してきた。

われていた。

はそれ以前から、深刻な経営難に見舞

最終的な引き金となったが、同社は実

２カ月に及ぶ運航停止は経営破綻への

を除きほぼ全便の運航を停止。すでに

内線を運航していた「タイ航空」を併

して発足し、１９８８年にそれまで国

質だ。１９５９年に国際線運航会社と

タイ国際航空の「ぬるま湯」的経営体

されてきたのが、政府系企業としての

さらに、ＬＣＣの台頭以前から指摘

時点で後任は決まっていないままだ。

スメート社長も今年４月に辞任し、現

みられており、一昨年９月に就任した

や社内外の利害関係者の介入が理由と

が繰り返されている。労働組合の抵抗

しばらく後任が決まらないという事態

た政府は破産法に基づく法的処理に方

建策を政府に提出できず、業を煮やし

対を唱えた。同社は期限までに自主再

の自主再建策に、労働組合が強硬に反

の大幅削減や政府保有の株式売却など

だが５月上旬、会社がまとめた人員

月には豪州

興ＬＣＣのグループ企業が相次いで参

ト・ジェット」など、周辺国の有力新

ン・エア」、ベトナムが拠点の「ベ

に、インドネシアが拠点の「ライオ

ンジンメーカー、ロールスロイス社の

英国で明らかになった同国の航空機エ

ぐる黒い噂も絶えない。２０１７年に

天下りが多く占め、機材選定などをめ

会社の幹部ポストは政府や軍からの

機関（ＩＣＡＯ）は、感染拡大の影響

国連の専門機関である国際民間航空

超えた収入の減少をもたらしている。

ナウイルス感染は、航空会社に想定を

界的規模で導入された今回の新型コロ

封鎖など人の移動を規制する措置が世

のルフトハンザは５月

アも経営危機と無縁ではない。ドイツ

欧州のナショナルフラッグ・キャリ

相次いで経営破綻した。

ンカ航空、さらにチリのラタム航空が

５月に入ると南米コロンビアのアビア

２位のヴァージン・オーストラリア、

入した。

で今年、世界の国際線、国内線合わせ

日、独政府か

贈賄事件では、１９９１年から２００

ＬＣＣは国内線だけでなく、バンコ

毎日アジアビジネスレポート 2020年6月号

た。タイ国際航空も３月下旬から一部

３月に発表された昨年２０１９年の

針を転換した。

億人の需要が失われ、航空会

世界で破綻次々
欧米大手は政府が支援・救済

赤字を出し経営危機に陥ったが、この

年にも巨額の

合して名実ともにナショナルフラッ
株式を公開し半官半民となったが、引
的な国営企業としての地位を保ってき

同社は２０１３年と

決算は１２０億４０００万バーツ（約

グ・キャリアの座についた。 年代に

赤字計上で、昨年末時点での負債は２

き続き政府が株式の ％を保有。実質

４００億円）の大幅赤字。３年連続の
４５０億バーツ（約８３００億円）に
上った。

～

社の減収は２３６０億～４１９０億ド

て
インフルエンザの感染拡大を経験した

ル（約

２０００年代に入りＳＡＲＳや新型

従業員の給与水準は高く、年金など

各国の航空会社は、常に経営上のリス

億円）に上ると推測している。

た。

（ＬＣＣ）との競争の激化だ。かつて

の福利厚生も充実。不透明なコネによ

クとして感染症による需要の急減の可

25

タイ国際航空以外にも

兆８０００

はタイ国際航空はタイの航空市場をほ

る採用が広く噂され、「客室乗務員は

能性を織り込んでいる。しかし、都市

兆５０００億～

ぼ独占。しかし２０００年代に入り、

コネ入社の良家の子女ばかり」とも言

経営難の背景の一つが格安航空会社

１４

マレーシアに拠点を置くＬＣＣの大手

３２

９０

われてきた。

18

５１

「エアアジア」が参入したのを皮切り

44

4

２５

8

２６

緊急事態宣言が解除された後も閑散としたままの成田空港第２ターミナル到着ロビー
＝２０２０年５月２７日午後４時３７分、中村宰和撮影

米国でも政府が航空会社の人件費を

社を支援する動きが強まっている。

資金投入を受けると発表。フランスと

肩代わりするなど、窮地に立つ航空業

億ユーロ（約１兆７００億円）の

オランダのエールフランスＫＬＭも仏

界を支援する動きが活発だ。そんな

ら

億ユーロ（約８３００億

化を決めるなど、各国政府が巨額の支

リア航空に対して、伊政府が完全国有

経営状態がよくないイタリアのアリタ

円）の支援を受ける。さらに以前より

との見方を示し、波紋を呼んだ。

ずれかが経営破綻する可能性が強い」

で、「年内に米国の大手航空会社のい

経営責任者がテレビのインタビュー

中、航空機メーカー、ボーイング社の

政府から

援をつぎ込んで自国を代表する航空会

視する見方もある。

ＬＣＣからは不満の声
航空会社は生き残れるのか？
これまで低運賃で大手キャリアを追

イルランドのライアンエアのトップ

出ている。世界でも最大手ＬＣＣのア

援、救済するのは不公平」との批判が

ＣＣ）からは、「大手のみ政府が支

目立つ。新型コロナウイルスの影響で

以前から経営が芳しくない航空会社も

しているエアインディアなど、コロナ

シア航空や、政府が完全民営化を目指

２度の大きな事故に見舞われたマレー

アジアではタイ国際航空以外にも、

は、「エールフランスやルフトハンザ

再建への道筋が不透明になるのは避け

い込んできた立場の格安航空会社（Ｌ

のような支援中毒患者にのみ、巨額の

られない。

利便性が高くサービスもよいタイ国

補助金を与えている」と、自国のフ
ラッグ・キャリアのみの救済に動く各

間隔を詰め１人でも多くの乗客を乗せ

だがＬＣＣは元々、大手に比べ座席

しい状況にある。コロナ収束後の業界

日本航空を含め、航空業界は極めて厳

に強い衝撃を与えた。日本のＡＮＡや

際航空の破綻は、日本人ビジネスマン

て低料金を実現させるビジネスモデル

がどのような姿になるのか、現時点で

国政府に、強い不満を表明した。

で成長してきた。コロナ後の世界でそ

はまったく見通すことができない。
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７０

のような業態が受け入れられるか疑問

9

９０

ＮＧＯ「レフュージ・インターナショナル」上級アドボケート

シリーズ 米国のアジア人脈 ㉑

ダニエル・サリバン

議会動かすロヒンギャ救済の
「先導者」

毎日新聞論説委員・

毎日アジアビジネス研究所シニアフェロー

ジアの脆弱な人々を守るには」と題す

加している。ウェビナー開催は、難民

の検査が進むにつれて、感染者数も増

サリバン氏は「コックスバザールの

が難民キャンプの実情だ。

人もの家族が隣接して暮らしているの

ソーシャルディスタンス（社会的距

地からの報道によれば、数十人が

2020年6月号

及川正也

グラムは機能していない。キャンプに

万人以上が生活してい

るウェビナーのパネリストとして参加

キャンプでの感染が報告される前だっ

難民キャンプは世界最大の規模で、人

ウェビナーでサリバン氏は、今後、

る難民の多さである。ミャンマーとバ

のトイレと衛生用のハンドポンプを共

10

ミャンマーの少数派イスラム教徒「ロヒンギャ」の苦難が一段と厳しくなっている。ミャンマー当局からの迫
害に加え、激しい風雨をもたらすモンスーンの到来と、世界にまん延する新型コロナウイルス感染症の発生で、
ミャンマーやバングラデシュの難民キャンプなどから逃れようとする人々が「再難民」化しているためだ。ロヒ

はいまなお

したサリバン氏は、ロヒンギャの支援

たが、サリバン氏は「現地からは『キ

る。防水シートでつくったテントに何

を訴えた。

）の人権問題担当上級アドボケート（提唱者）であるダニエル・サリバン氏だ。
Refugee International

ンギャの窮状を訴え続け、米国政府に改善策を求めているのが、米ＮＧＯ「レフュージ・インターナショナル」
（

■新型コロナで難民は窮地に
「世界中が新型コロナウイルスとの
闘いを強いられる困難な時期にある。

口密度はニューヨーク市の４倍に達す

ヒンギャ難民が暮らすバングラデシ

ャンプでの感染は時間の問題だ』との

重要なのは、ウイルスは差別すること

る。新型コロナ感染拡大を防ぐための

ュのコックスバザールでは 月 日に
新型コロナウイルスの最初の感染が確

ングラデシュの両政府は帰還プログラ

有している。バングラデシュではモン

２つ目は、衛生環境の劣悪さだ。現

ムで合意したにもかかわらず、帰還後

スーン（雨季）が到来し、５月中旬に

１つは、コックスバザールに集中す

た。

だ。難民をはじめ脆弱な環境にいる人

20

念を挙げた。

離）を確保するのが困難だ」と強調し
日には難民キャンプ内で初めて

危機が増大する要因として、３つの懸
月

認され、キャンプ周辺が封鎖された。

２４

のことを忘れてはならない」。５月７

3

の感染者が出た。この後、キャンプ内

１４

16

日、米保守系シンクタンクのヘリテー
ジ財団が主催した「新型コロナ下でア

の安全の保証などが得られないとして

は史上最大級のスーパーサイクロン

つ

帰還を望む人はほとんどおらず、プロ

1

5
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９０
報告を受けている」と語っていた。

なく、だれにでも感染するということ

92

おいかわ・まさや
１９８８年毎日新聞社に入社。水戸
支局を経て、 年政治部。激動の日本政界を 年余り追い続
けた。２００５年からワシントン特派員として米政界や外交
を取材。 年北米総局長。 年４月から論説委員
13

「アンファン」がバングラデシュを襲
った。難民キャンプでは死者は報告さ
れなかったというが、一帯は水浸しに
なり、衛生面での悪化が心配されてい
る。

えないので殺される』というウワサ

という。サリバン氏は「『ここでは救

に行って検査を受けるのを恐れている

プにある国際ＮＧＯ運営のクリニック

れ、漂流していたという。翌４月

によると、約２カ月前に着岸を拒否さ

たちはやせ細こけていたという。難民

乗るボートを発見し、収容した。難民

備隊が、ロヒンギャ難民約４００人が

■「発症なら殺される」のデマも

最後が、情報アクセスが制限されて

や、『この病気は悪いイスラム教徒だ

日

いることだ。バングラデシュ政府は昨

けが罹患する』などといったデマがま

にも約２００人を乗せたボートが接近

したものの、着岸は拒否した。また、

月以降、難民キャンプ内のインタ

ーネットを閉鎖し、モバイルサービス

現地からの報道によると、患者は、

５月７日には、数週間にわたってバン

年

などによって、しばらく前から人道支
を制限している。これによって新型コ

国連機関が新しく建設した難民キャン

グラデシュ海域を漂流していたロヒン

サリバン氏によると、キャンプ封鎖
援従事者のキャンプへのアクセスが制
ロナに関する正確な情報や知見の共有

プ内の隔離施設に収容され、患者と接

ギャ約３００人が乗ったボートをバン

したが、マレーシア海軍は食糧を提供

％を下回る」
ができなくなっていて、難民の間に不

触していた難民はキャンプ外の施設に

グラデシュ海軍がようやく救援する事

ん延しているからだ」と明かす。

ほどの支援活動しか実施されていない

安が広がったり、デマが駆け巡ったり

隔離されたという。だが、こうした状

限され、「従来よりも
という。医療機器を備えた医療体制や

している、とサリバン氏は懸念を示

東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）

十分な検査キットを含む検疫体制の拡

ず、情報過疎の状態に置かれて疑心暗

の「人権宣言」では、亡命の権利と受

案があった。
鬼になるのも無理はない。医療従事者

け入れを定めている。国際的にも、迫

況は必ずしも難民らには伝わっておら

たとえば、難民キャンプの人たちは

らの連絡体制もぜい弱になり、サリバ

害の危険がある難民などの入国や追放

す。

充が急がれている。

発熱や咳などの症状が出ても、キャン

ン氏は情報遮断について「まったく不

ボートの漂着を放置するなら、「アン

原則）がある。このまま周辺国が難民

を禁止する規範（ノン・ルフールマン

■漂流する「再難民」

ダマン海は難民の墓場になる」との指

第三国での定住を求めて海路で母国や

が、「漂流するロヒンギャ難民」だ。

が、モンスーンの到来を前に脱した人

生活に耐え切れなくなったりした難民

バングラデシュの難民キャンプでの

摘もある。

キャンプを逃れた難民たちが、ボート

たちが多いとみられる。バングラデシ

さらに、最近、深刻になっているの

の難破や受け入れ拒否で命を落とす事

ュ政府は、周辺諸国に難民を受け入れ

るよう求めているが、マレーシア政府

例が相次いでいる。
ヒューマン・ライツ・ウオッチによ

は救援をためらう理由として新型コロ

2020年6月号
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１６
日にマレーシアの沿岸警

ると、４月

１５

11

9

必要な規制だ」と強調した。

米下院外交委員会の公聴会で証言するサリバン氏
＝２０１７年９月、レフュージ・インターナショナルの
ホームページから

８０

年以

上の人権ミッションの経験で、これほ

シュワルツ氏はサリバン氏に「

米議会に強い影響力を持つ世界規模の

どひどい状況を見たのはほとんどな

・インターナショナル」は、米政府や

は「まだ多くの難民が漂流している。
人道支援団体として知られている。民

い」と述べたことも明かした。

ナの脅威を指摘している。サリバン氏
上陸を認めるべきだ」とウェビナーで
主党のクリントン政権でホワイトハウ
スの国家安全保障会議（ＮＳＣ）人道
問題担当上級部長、オバマ政権では難

■「集団虐殺」運動と
米政府の慎重姿勢

強調した。

■人道支援のプロとして脚光
民問題担当の国務次官補を歴任したエ

ャンマーはビルマ当時に条約を批准し

ている。

米国はロヒンギャ迫害を強く批判

し、軍幹部などに対する制裁措置を講

月の総選挙を前にミ

じているが、「ジェノサイド」とは認

定していない。

ャンマーの民主化が滞り、国際的な孤

立を招き、軍政の復活や、米国と対立

ーによるロヒンギャへの迫害を「集

アの要衝となるミャンマーは経済投資

決めようとしているためだ。東南アジ

リック・シュワルツ氏が会長を務め、

を深める中国への再接近を促すことに

名を連ねる。著名投資家のジョージ・

団虐殺」（ジェノサイド）と規定す

先としても重視しているという事情も

サリバン氏は、名門米ハーバード大

そのサリバン氏とシュワルツ氏が

Ｓ）で国際関係論の修士号を取得。ク

ソロス氏や、アジア太平洋担当の国務

るようポンペオ国務長官に求める請

ある。

運営メンバーには、ヨルダンのヌール

もなりかねないとして、慎重に対応を

リントン政権の国務長官だったマデレ

次官補や国連大使を務めた民主党の重

願書の署名集めだ。ツイッターで

学で行政学を学び、ジョンズ・ホプキ

日から始めたのが、ミャンマ

ーン・オルブライト氏が創設したグロ

鎮リチャード・ホルブルック氏もメン

（ＩＣＪ、オランダ・ハーグ）で係争

５月

ーバル戦略アドバイザリー企業「オル

バーだった。政府や国連機関からの援

「 #CallItGenocide
」（集団虐殺と
呼ぼう）キャンペーンも始めた。そ

中のロヒンギャ迫害問題をめぐり、Ｉ

王妃や俳優のマット・ディロン氏らが

ブライト・ストーンブリッジ・グルー

助を受けない「物言うＮＧＯ」として

の日のうちに、下院外交委員会はツ

ンス大学高等国際関係大学院（ＳＡＩ

プ」や、米議会の超党派諮問機関「大

評価を得ている。

ジ・インターナショナル」の上級アド

年４月にワシントンにある「レフュー

ーに就いた２０１１年から。２０１６

連合」（ United to End Genocide
）で
ポリシー・ガバメント関係ディレクタ

のは、「集団虐殺を止めさせるための

難民問題に本格的に取り組み始めた

は民家に火を放ち、人々を閉じ込め、

言を引用し、「（ミャンマーの）兵士

ュでの調査で得たロヒンギャ難民の証

出席したサリバン氏は、バングラデシ

撃」と題する公聴会で、参考人として

ヒンギャに対するビルマの残虐な攻

交委員会アジア太平洋小委員会の「ロ

のトップだ。２０１７年９月、下院外

サリバン氏はこのＮＧＯの人権部門

ノサイド」は、国連のジェノサイド条

教などを理由に集団虐殺を行う「ジェ

どうかは見通せない。民族、人種、宗

安部隊の行為を「集団虐殺」と呼ぶか

ただし、米政府がミャンマー軍や治

「 #CallItGenocide
」のハッシュタグ
を付けて支持する考えを表明した。

その通りに呼ぶ必要がある」と、

の人たちに降りかかったことを、

イッターで、「米国はロヒンギャ

への対応を固めていくとみられる。

行方などを分析しながら、ミャンマー

な関心の度合いや、ＩＣＪでの審理の

限の５月

命令の履行状況に関する報告書を、期

ＣＪから求められた迫害停止の仮処分

ミャンマー政府は、国際司法裁判所

量破壊兵器拡散・テロリズム防止委員

ボケートに就任し、ミャンマーや中米

出てきた若い女性は連れ去られ、レイ

約によって厳しく禁止されている。違

会」でスタッフを務めた。

の大規模な避難民問題について調査し

プされた」と話した。現地調査ではキ

日を前に提出した。米国政

ている。

反すれば集団殺害罪で処罰される。ミ

府は今後、ロヒンギャ問題への国際的

12

１１

３０

ャンプや病院を回り、調査に同行した

サリバン氏が所属する「レフュージ

２３

2020年6月号

毎日アジアビジネスレポート

２１

シリーズ「中国商務熱点」⑧

２トンが売りに出されると、瞬く間に

る」と述べた。

興に新たな原動力を注入すると確信す

し、「最強のライブコマース・パーソ

争うのは刺激的で、どんどん買いたい

多くのネットユーザーから、「先を

肉夾饃（ロウジアモ。中国式ハンバー

粉を伸ばして作った麺類）も

ここ数日、柞水キクラゲは新しい

る」と述べた。

ることもでき、非常にやりがいがあ

「膠莱人」さんは、「ＥＣによる貧困

ワークを駆け巡った。ネットユーザー

索ワードになり、この話題がネット

ワークプラットフォームでも人気の検

イブコマース」と言い、大手ネット

水キクラゲを評価して「史上最強のラ

要」といった声が上がった。習氏が柞

産品＋貧困支援の攻略戦、支援が必

ブ配信で各地の特産品を売り出すよう

し、大手ＥＣプラットフォームのライ

市長さんや県長さんがたくさん誕生

ユーザーは、「各地にネットで人気の

牽引効果がさらに拡大した。ネット

し、「史上最強のライブコマース」の

ブ配信で農産品約５万種類を打ち出

省の農家企業３８００社あまりがライ

万パック計 ・

ネットの人気者だ。４月

柞水キクラゲが即完売

トンの

日、人民日

になるだろう」と述べた。

2
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人民日報の視点

小さなキクラゲが大きな産業にな

完売した。柞水キクラゲは淘宝（タオ

日夜、これまでで最大規模の

日、陝西省を視察した習近

る。４月

４月

陝西省産農産品のチャリティライブ配

バオ）などのＥＣプラットフォームで
最も売れ行きのよい商品にもなってい

信が行われた。柞水キクラゲは

平国家主席は、商洛市柞水県小嶺鎮金
米村のライブ配信プラットフォームを

る。

秒で

訪れ、現地特産の柞水キクラゲを評価
ナリティ」になった。習氏は、「ＥＣ

気持ちを抑えきれず、商品が届くとす

ガー）も 秒で売り切れた……。陝西

売り切れ、擀面皮（かんめんぴ。小麦

は人々が貧困から脱却するのを支援す

ごくうれしかった」、「ＥＣ＋農業副

秒で、

るだけでなく、農村の振興を後押しす

10

8
支援は早送りボタンが押され、農村振

16
・

１２

13

ＥＣの貧困支援の早送りボタンが押された
――農村振興も後押し

人民日報ライブ配信スタジオで柞水キク
ラゲを紹介する、人気のライブ配信パー
ソナリティ、薇娅さん
＝ライブ配信のスクリーンショット

23

20

報のライブ配信で約８万パック計

12

21

8

り、スマートフォンが新たな『農具』

「デジタルが新たな『農業物資』とな

が、さまざまな新業態も生み出し、

ロナは経済社会に大きな打撃を与えた

り上げが目に見えて増加した。新型コ

れた他の貧困支援地域のキクラゲも売

追い風を受けて、「人民優選」に選ば

だ。「史上最強のライブコマース」の

選」で打ち出す貧困支援商品の一つ

サービスプラットフォームの「人民優

柞水キクラゲは人民網が総合型消費

存在だ」と指摘した。

化された物流『新インフラ』の代表的

けるスマート化、システム化、大規模

フォームは農産品の上昇システムにお

の発展は農村ＥＣ物流ニー
け、農村 EC
ズを効果的に喚起した。ＥＣプラット

ネットワーク小売の伸びは加速を続

急速な発展の勢いを維持し、農村の

るのにともなって、中国の農村ＥＣは

困支援などの事業がより深く推進され

の農村進出総合モデル、ＥＣによる貧

報告」は、「デジタル農村建設、ＥＣ

を上手に使うことが必要で、ライブコ

の効果を発揮するには、一方で新業態

評価の中には、「ＥＣなどの新業態

となり、ライブ配信が新たな農家の仕
事になった」こともそのうちの一つ
だ。
ネットユーザー「聞所未文」さん

つの成

ようにし、大勢の農民が一日も早く豊

業』がインターネットの追い風に乗る

の理念を貫徹し、『農民・農村・農

重要なカギだ。国民を中心とした発展

いっても、農民の収入を増やすことが

高いステージに上るよう後押しすれ

を通じてＥＣプラットフォームがより

ることが必要で、より有力な制度設計

る。また一方で新業態をうまく利用す

はまだ非常に多くのポテンシャルがあ

果に過ぎず、ＥＣプラットフォームに

マースはＥＣなどの新業態の

かになるようにすることが、習氏がこ

ば、ＥＣプラットフォームはより大き

は、「農業・農村の事業は、なんと

れまでずっと関心を寄せてきたこと

方がある。【人民網記者・田暁麗】

な役割を発揮するようになる」との見

1

だ」と述べた。
デジタル経済は持続的かつ急速に発
展し、巨大な活力を生み出して、今や
農村の経済成長の新たな原動力に育ち
つつある。人民網新 EC
研究院が４月
日に発表した「中国農村ＥＣ物流発展

24

ライブコマース・パーソナリティとライブ配信で農業副産品を紹介する地元の村民＝４月２１
日、浙江省杭州市淳安県汾口鎮寺下村の生態キウイフルーツ基地で唐家凱撮影。人民図片提供

14
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劉軍国のミニ解説
貧困脱却の難関攻略は２０２０年に中国で最も注目されたキーワードだ。今年は中国にとって貧
困脱却の難関攻略の成否を決定づける年。中国は現行基準の下で、全ての農村貧困者の貧困脱却
と、全ての貧困県の「貧困県」指定返上を期限通りに実現させなければならない。
現在世界で蔓延している新型コロナウイルス肺炎は、各国の人々の生活に極めて大きな影響を及
ぼしている。国務院貧困者支援開発指導グループ弁公室の劉永富主任は５月１８日の記者会見で、
「感染状況が貧困脱却の難関攻略に及ぼした影響は徐々に克服されつつあり、貧困脱却の難関攻略
の大局が変わることはない」と述べ、消費による貧困者支援は貧困地区が感染状況の影響を克服
し、貧困者支援産業発展を促進する重要な措置だとした。消費による貧困者支援と東部地域や都市
の「菜籃子」や「米袋子」といったプロジェクトを結び付け、生産・販売のリンクとＥＣによる貧
困者支援を強化する必要がある。中西部地域では貧困者支援商品の生産と認定をしっかりと行い、
東部地域では貧困者支援商品の販売に力を入れ、政府系事業機関での調達や消費による貧困者支援
取引市場の設置、各種企業と社会の販売参加などさまざまな方式で、貧困者支援商品販売の問題を
解決する必要がある。
「危」と「機」は同時に生まれ、併存しているものであり、「危」を克服すればすなわち「機」
となる。新型コロナウイルス感染症の影響を受けたからこそ、貧困脱却の難関攻略とＥＣとの結び
つきはさらに密接なものとなっただろう。ＥＣは陝西省柞水県のキクラゲなどを含む中国各地の農
業副産物の販売に翼を与えた。現在のECによる貧困地区農業副産物販売は、日本企業を含む各国企
業に商機をもたらしていると思われている。全ての貧困者が貧困を脱却し、その消費力が高まるに
つれて、日本企業を含む各国企業にもより多くのチャンスがもたらされるだろう。

劉軍国

人民日報東京支局長

１９８６年山東省青州市生まれ。北京外国語大の日本学研究センターの日
本社会経済コースで修士課程を修了、在学中に横浜国立大で客員研究員。
２０１１年１２月から１６年１月、１７年１１月から現在まで日本駐
在。著書の「温故創新」（日本僑報）では安倍晋三首相、福田康夫元首
相、二階俊博自民党幹事長ら日本の政界・財界・学術界など各界の人々を
取材し、新中国７０年の発展成果などについての生の声をまとめた。
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小川忠のインドネシア目線
小川忠 跡
( 見学園女子大学教授、元国
際交流基金ジャカルタ日本文化センタ
ー所長 )

新型ウイルス危機のイスラム神学解釈

るらしい。各国の政治・経済・社会状況を観

敵方ウイルス陣営には相当に狡猾な軍師がい

新型コロナウイルスと人類の戦いが続く。

まで逆もどりする可能性を、財務大臣が国会

増え、再び貧困層が拡大して９年前のレベル

雇用状況が悪化して失業者が５００万人以上

前回は、宗教はウイルスとの戦いにおいて

で発言している。まさに社会の根幹を揺るが

ルが、まさに弱点を狙い撃ちされた。元々超

足枷なのか、それとも武器なのか、という点

察し、その特徴を浮き彫りにして、こちら側

管理国家にして、ウイルス封じ込めの優等生

を論じたが、今回もこのテーマについて、前

る巨大な変化の一つが、都市部中間層のイス
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す危機にインドネシアも直面している。

と呼ばれていたシンガポールだが、そのアキ

号以降の状況も踏まえつつ検討することとし

ガポールに次いでアセアン２位）、死者数は

ラム意識の活性化であるが、国家的危機の状

16

が気づかない弱点を突いてくる。シンガポー

レス腱は、まばゆい繁栄の影の部分、劣悪な

たい。

インドネシアは世界有数の多宗教国家であ

外国人労働者の住環境だった。外国人労働者
寮でクラスター感染が起き、爆発的に感染が

る。たんに様々な宗教が存在するというだけ

でなく、宗教は、社会において人々の行動を

拡大したのだ。
当初感染者が出ず担当大臣が強気の発言を

け国民の９割を占めるイスラムの存在感は大

左右する大きな影響力を持っている。とりわ
においては、３月中旬から感染者数が拡大

きい。今日のインドネシア社会で進行してい

繰り返して緊迫感に欠けていたインドネシア
日現在では２万３１６５人（シン
１４１８人（アセアン最多）という状況であ

況に対してインドネシアのイスラムはどう向

し、５月

る。保健・検疫管理体制の不備、中央政府と

を拡げて、彼らの議論に耳を傾けてみよう。

きあっているのか。今回はインドネシアに限
世紀が代わってからはリーマン・ショック

地方政府の対立の顕在化等の弱点を、新型ウ

もものともせず力強い経済成長を続け、国民

以
( 下のクルアーン日本語訳は日本ムスリ
ム協会発行「日亜対訳注解 聖クルアーン」

らず、他のイスラム世界の言論までアンテナ

の過半数が中間層となったインドネシアだ

)

第５刷によるもの
済はマイナス０・４％の経済成長に転落し、

大きい。最悪の場合、本年のインドネシア経

が、今回のウイルス危機がもたらした打撃は

イルスは攻めたてている。

２６

小川忠のインドネシア目線

メッカ・カーバ神殿の周囲を歩く世界中から集まった巡礼者たち
＝２０１４年２月１２日、ザイナブ・アジジ撮影

ているハッジも取りやめる措置を検討してい

た。イスラム教徒には信仰の五つの柱とされ

け、その預言を語り始めたことから始まっ

アラビア半島でムハンマドが神の啓示を受

イスラムという宗教の歴史は、６１０年頃

に、世界のイスラム教徒は直面しているので

かったことはない。歴史上かつてない事態

はあっても、疫病が理由でハッジが行われな

まで戦乱によりハッジが行われなかったこと

イスラム１４００年の歴史において、これ

る。

る義務がある。六つの信仰箇条と合わせて

ある。

イスラム史上かってない事態

「六信五行」という。「五行」は、①信仰告

新型ウイルスをめぐる

クルアーン解釈の三つの型

信仰の柱を揺るがす、このような前代未聞

るよう政府あるいは宗教指導者から求めら

に、モスクでの集団礼拝自粛、自宅で礼拝す

たとえばモスク内での感染拡大を防ぐため

は、第一に聖典クルアーンである。イスラム

法であり、そのイスラム法の法源となるの

イスラム教徒の行動規範を示すのがイスラム

る。そうしたイスラム教徒の問いに対して、
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白、②礼拝（１日５回の礼拝と金曜の集団礼
拝）、③喜捨、④断食（断食月の１カ月）、
⑤巡礼（一生に一度、定められた期間中のメ
ッカ・カーバ神殿への巡礼）である。
この「五行」の戒律ゆえに、イスラム教と
いう宗教は日常生活と関わりが強いのであ

れ、インドネシアでは断食明け大祭のための

教徒にとって、クルアーンはムハンマドに下

の事態を宗教的観点から、どう理解したらよ

帰省も制限されている。メッカ巡礼には、

された神の啓示であり、神の言葉そのもの

る。今回のウイルス危機は、イスラム教徒の

「五行」の一つである巡礼期間中の大巡礼

だ。ここから演繹して様々な教えが導きださ

いのか。信仰と日常が密接に結びついている

（ハッジ）と巡礼期間外に随時行われる小巡

れるのだが、新型ウイルスをめぐってのクル

暮らしのなかの信仰実践に多大な困難をもた

礼（ウムラ）の２種類があるのだが、現在サ

アーンの捉え方には主に三つの型がある。こ

イスラム教徒は、その答えを切実に求めてい

ウジアラビア政府はメッカ、メディナへのウ

れは連載前回に書いた、インドネシア・イス

らしている。

ムラを停止させており、今年７月に予定され
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ラムのウイルス出現に関する三つの反応パタ
る。

定し、ウイルス禍を神が与えた試練ととらえ

いて３月

バル・ファトワ・インデックス」情報に基づ

日に発表した報告によれば、コロ

ーンとも符号する。

うということとなる。そして彼らは「解釈を

の啓示があるに違いなく、それを見つけだそ

イルスについても、クルアーンのどこかに神

ている」と考える人々がいる。今回の新型ウ

まりから終わりまでの全ての出来事が示され

まず「クルアーンには森羅万象、世界の始

ルスの大流行は単に自然災害とみなし、宗教

主義的解釈である。このタイプは、新型ウイ

いう欧米のリベラリズムと親和性のある世俗

し、主体的に行動していかねばならない」と

自由を神から与えられており、理性的に判断

とは、「人間は理性・知性によって判断する

第三の型はクルアーンに書かれていないこ

組織が含まれているという。

で、そのなかには「ＩＳ」等のイスラム過激

家ではない個人や組織が勝手に発したもの

ものであり、残りの

れているファトワーの

ナウイルスに関してイスラム世界各地で出さ

排し字句通りにクルアーンを読むべき」とい

と社会政治を分けて思考する。

％が公的機関による

う原理主義的解釈を主張する。しかし、「解

％はイスラム法の専門

イスラム過激組織のウイルス危機認識は、

釈するな」と言いつつ、自らの主張に都合の

解釈の中間に第二の状況適応的解釈がある。

第一の原理主義的解釈と第三の世俗主義的

ーンの章句「本当にあなたの主の捕らえ方

原理主義的だ。ＩＳは、その機関紙にクルア

良い部分のみ挙げて、前後の文脈や背景を無

終末論、天罰論を喧伝する

（懲罰）は強烈である」 (章 節 を)掲げ、
ウイルスの中国での出現を国内でウイグル人

視するという判断が加わっており、原理主義
者は「解釈しないという解釈」を行っている
ともいえる。原理主義的解釈論者は、ウイル
ス出現を天罰または世界の終末の前兆と見る

）。

のご意思を間違って解釈する可能性があるの

場にたつ人々は「人間は不完全な存在で、神

とする状況適応型解釈論者である。第二の立

解釈し神の意志を理解しなければならない」

「今の状況と照らし合わせて、クルアーンを

細かに示しているわけではなく暗示なので

にしても、全世界、全時代のことを具体的事

第二の型は、クルアーンは神の啓示である

する権限をもつ「ダール・アル・イフタ」

が、エジプト政府機関としてファトワーを発

で様々なファトワーが発せられているのだ

ファトワー 宗(教的見解 を)発する。
今回の新型ウイルス危機においても世界中

やムハンマド言行録等に拠って解釈を行い、

イスラム法学を修めた専門家は、クルアーン

に処するべきか迷うイスラム教徒に対して、

これまでにない状況、事態に直面し、いか

析研究所報告４／
。)
他方ＩＳやＭＩＴの２月～４月の活動は天

ソでの活動を活発化させている（紛争政治分

の情報提供者誘拐・殺人などスラウェシ島ポ

府当局との戦いの同盟者・神の軍隊と位置づ

を、イスラム国家樹立を阻むインドネシア政

ィン」（ＭＩＴ）の一部は、新型ウイルス

ラム過激組織「東インドネシア・ムジャヒデ

け、３月から４月にかけて警官襲撃や警察へ

で、様々な解釈をすり合わせ協議することが

ＩＳとつながりのあるインドネシアのイス

フタ」報告３／

罰であると断じている（「ダール・アル・イ

イスラム教徒を弾圧する中国政府に対する天

１２

罰論を唱えつつも案外自制的、という分析も

イスラム過激組織

８５
（宗務裁定庁）が、傘下の調査機関「グロー

毎日アジアビジネスレポート 2020年6月号

４０

６０

必要」と考える。彼らはウイルス天罰論を否

傾向がある。

１６

２８
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１６
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と捉える彼らが自制の根拠としているのが、

いのだ。ウイルスの出現を世界の終末の予兆

き」と考える慎重派の声も過激組織内部に強

う活動を控えて、アジトでじっとしているべ

ある。「今はメンバーへの感染が起きないよ

ディアやネット論壇でも似たような天罰論・

会変動期に現れる社会現象だ。日本の一部メ

れ、イスラムだけの現象ではない。不安な社

ナショナリストなどの最近の言動にも見ら

らず、キリスト教原理主義者やヒンドゥー・

会議長のアフィフディン・ムハジル師は、同

はないかという疑問に対して、ＮＵ執行理事

を説く教え「タワックル」に反しているので

集団礼拝をやめるのは神への絶対的な信頼

に呼びかけている。

的距離を保ち、礼拝は自宅で行うよう、信者

章（煙霧章）である。

ン」 ３(月 日付け で)、「たしかに神はタワ
ックルを説いている」として、以下のクルア

組織のオンライン・メディア「ＮＵオンライ

陰謀論が踊っている。

クルアーン
この章を世界の終末に言及する章と理解

主流派イスラムは

ーン章句を引用している。

またアッラーの道のために（あなたがたの

毎日アジアビジネスレポート 2020年6月号

日の日夜のあいだ熱い煙霧（ドハーン）

現実的なクルアーン解釈

たちに定められる 運(命の 外)には、何もわた
したちにふりかからない。かれは、わたした

言ってやるがいい。「アッラーが、わたし
て世界のイスラム教徒の大半は、上記のよう

ちの守護者であられる。信者たちはアッラー

特に強調したいのは、インドネシア、そし
な過激組織の原理主義的クルアーン解釈を信

を信頼しなければならない」（クルアーン９

礼拝取りやめ、イスラム聖者廟の閉鎖、断食

授けられたものを）施しなさい。だが、自分

19

し、終末に現れる救世主の到来の前に、世界
は
に包まれるという。彼らはロックダウンによ

節「われが

節「待っていなさい、天が明瞭

る自宅待機を、ドハーン到来の予行演習とと
らえ、同章
な煙霧を起こす日まで」、同章

じておらず、賛同していないということだ。

章

節）

多くのイスラム教徒は第二の状況適応解釈派
であり、一部世俗主義的解釈の立場に立って

かし警戒を怠ってはならないとも説いてい

するＩＳ本体、世界の終わりの予行演習とし

インドネシアの主流派イスラムの言説を見

その上で同師は、「神は同時に洞察力を働

組織シンパのいずれもが、「クルアーンは今

る」と諭し、以下のクルアーン章句を示す。

あなたがたがどこにても、たとえ堅固な高

てみよう。インドネシア最大のイスラム組織
敬するイスラム指導者（キアイ）が結集する

楼にいても、死は必ずやってくる。（クルア

日のウイルス出現という事態を予言してい

「ナフダトゥル・ウラマー（ＮＵ）」は、３

であり、伝統的な村のイスラム教徒たちが尊

無神論者や異教徒 悪( に)最終的な勝利をおさ
める」という原理主義的なクルアーン解釈を

節）

ーン４章

付言すると、こうしたウイルス天罰論・終

明け大祭の里帰り自粛等の決定を下し、社会

７８

末認識・善悪二元論・陰謀論はイスラムに限

している。

月中旬から、感染地域におけるモスクの金曜

た」「世界の終末は近い」「イスラム 善( は)

いる。

ウイルスを天罰と捉えプロパガンダを強化

力を温存すべきと考えている。

猛襲する 審(判の 日)、本当にわれは 厳(正に )
報復する」といった章句を唱え好機到来まで

１６

２５

４４
１０

て自宅待機するインドネシアのイスラム過激

５１

４０
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ナフダトゥル・ウラマー（ＮＵ）のアフィフディン・ムハジル師
＝ＮＵオンラインより

９５節）

行を行う者を愛される。（クルアーン２章１

善いことをしなさい。本当にアッラーは、善

の手で自らを破滅に陥れてはならない。また

ラム教徒の支持を集める保守的・伝統的団体

て１９１２年に設立された。ＮＵが農村イス

ジプトのイスラム近代改革運動の影響を受け

に大きなイスラム組織がムハマディヤだ。エ

と感染への警戒は、信仰の両輪であり、同時

アフィフディン・ムハジル師はタワックル

ジハード」と称している。イスラム教義と現

ウイルス危機への対応を「新型ウイルスへの

が支持基盤となっている。ムハマディヤは、

であるのに対して、こちらは都市部の知識層

に両方の道を追求していくべきであると説

同じだが、より積極果敢に危機解決に行動し
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代医学を両立させる解釈をとる点ではＮＵと

る。「イスラム教義については、ウラマー

ようという姿勢が目立つ。

に、ムハマディヤ本部は金曜礼拝の説教

われは、恐れや飢え、とともに財産や生
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く。そして、専門家の忠告に従うよう求め
(

日

健に関する権威者は医師・医療専門家であ

（「フトバ」）テキストを公開した。このフ

ウイルス感染者が拡大していた３月

る。医療問題に関しては、ウラマーは医師た

トバでは、まず以下のクルアーン章句が示さ

イスラム指導者 が
) 権威者であり、特にイス
ラム法判断においてはそうである。他方、保

ちの助言抜きに、宗教的見解を出すことはで

れている。
・イスラム主流派ＮＵは、ウイルス危機に対

)

つ、あらゆる力をふり絞って、忍耐強くその

あると語る。さらに人間は神の導きを求めつ

えた試練であり、信仰の強さが試される時で

間にとって避けがたき災害は、神が人間に与

フトバはこの章句の解釈として、全ての人

は吉報を伝えなさい。 ２(章１５５節

命、（あなたがたの労苦の）果実の損失で、

必ずあなたがたを試みる。だが耐え忍ぶ者に

インドネシアにおいてＮＵに次いで二番目

イスラム博愛主義

新型ウイルスへのジハードと

とっている。

して、イスラム教義を現代科学 医(学 と)両立
させようとする解釈する現実主義的な対応を

た神学的判断と主張している。インドネシア

きない」としてＮＵの決定は、医学をふまえ

１９

小川忠のインドネシア目線

いと説く。そして、今回のウイルス危機に際

試練に立ち向かい乗り越えていかねばならな
る。

事務所は感染予防キャンペーンを展開してい

稼働し、全国３万か所の支部、ボランティア

社会公益活動、無償ボランティア活動の強化

を神が与えた試練として、集団礼拝の自粛、

否定し、イスラム神学の立場から現在の状況

に以下のクルアーン章句を掲げている。

援を求める人々を救え、と述べ、締めくくり

習会などのモスクでの活動を抑制せよ、③支

距離を保つことを実践し、金曜礼拝や宗教学

して、①神に対する信仰を深めよ、②社会的

汚の時は、全身の沐浴をしなさい。」「アッ

そこで引用されるのは「あなたがたがもし大

策を強化しようという言説が強まっている。

ム教徒のあいだで教義と組み合わせて感染対

していることを紹介したが、全世界のイスラ

せよという公衆衛生の理にかなった指示を出

リ師が、礼拝前の身体の清めを完璧なものと

イスラム寛容派の指導者ムストファ・ビス

ていない公益サービスを人々に届け、ウイル

付け、社会資本として政府が十分に提供でき

方のイスラム解釈は、不安と闘う人々を勇気

戦いの足枷」という見方に傾きがちだが、大

り、「イスラムは狂信的ゆえにウイルスとの

ーショナルな教義解釈に目を奪われがちにな

外から見ているとＩＳの天罰論などセンセ
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して、イスラム教徒がなすべきは三点あると

むしろ正義と篤信のために助け合って、信

ラーは困難を、あなたがたに課すことを望ま

ス封じ込めの一翼を担う機能を果たしている

間、友人たちとの団らん、という子どもの時
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によって試練を乗り越えていこうとしてい

仰を深めなさい。罪と恨みのために助け合っ

れない。ただし、あなたがたを清めることを

点を正当に評価しておきたい。

以上見てきた通り、インドネシア最大のイ

から暮らしのなかにあった大切な日常を奪わ

１７

る。

てはならない。（５章２節）

望み、またあなたがたへの恩恵を果たされ

聖典クルアーンは、「本当にアッラーは公

日ムハマディヤはファトワーを発

る」（５章６節）、「またあなたの衣を清潔

３月
し、「パンデミックとの戦いは宗教的義務で

節）、「両親に孝行しなさい」（

正と善行、そして近親に対する贈与を命じ」
４～５節）等、神は身を清める者を愛すると

体を重んじ、年長者を敬い、強い人間的絆を

章 節）と説く。本来イスラム教は社会共同

章

章

するともに、「ウイルス禍は神の試練であっ

説くクルアーンの章句である。

（

に保ちなさい。不浄を避けなさい。」（

て天罰ではない」とイスラム過激組織の認識
を明確に否定した。そしてクルアーン５章

大切にする宗教である。そういう信仰を持つ

活動を推奨している。巨大組織ムハマディヤ

スラム組織ナフダトゥル・ウラマー、第二の

れていることのつらさを、イスラム教徒でな

◇

は宗教的理念に基づいてインドネシア全土に

組織ムハマディヤは、現在のパンデミック状

い人々はどれくらい理解できているだろう

◇

学校、病院、社会福祉施設を有しているが、

況について、現代医学と両立する状況適応型

人々にとって、神の前に皆でひれふし祈る時

「ウイルスとの戦いはジハード」という本部

か。

指令に基づいて、ムハマディヤが有する

１２
病院は新型ウイルス高度医療施設としてフル

スラム過激組織が唱道する天罰論・陰謀論を

のイスラム教義解釈の立場をとる。そしてイ

◇

９０

７４
の

のと同じである」を説き、自発的な無償救援

節「人の命を救う者は、全人類の命を救った

３２

２３ １６

あり、ジハードと同じ神への奉仕である」と

２４

」

虎門中央法律事務所と業務提携を行う

韓国の法務法人オルンハヌルに所属する弁護士が、
韓国における法律問題につき検討を行います。
法務法人オルンハヌル弁護士

朴永録(パク･ヨンロク)

合併・買収、労働、プロジェクト・ファイナンス、
不動産の投資信託など、様々な民事・行政上の事例を
扱っている。 オルンハヌルにパートナとして合流す
る前は、韓国の大手法律事務所である法務法人（有
限）太平洋に9年間勤務した。

新型コロナウイルスの拡散による
韓国でのビジネスに関する留意事項
日本企業が韓国の企業と取引したり、韓国
に現地法人を置いたりする場合、それに伴う
留意事項を熟知する必要があるところ、最

られなければならない」と判断した 大
( 法院
判決２００５年５９４７

２００７・８・

法院の判例の中には、ＩＭＦ事態及びそれに

・

韓国大法院は、不可抗力を理由に損害賠償責

的には天災地変、戦争等が例に挙げられる。

領域で発生される不可避な事情をいい、代表

て、政府の輸出入禁止措置のように、いかな

不履行はコロナウイルスの拡散だけではなく

買契約の場合には、売買目的物の引渡義務の

って結論は変わるが、代表的な例として、売
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５、５９４８２、５９４９９判決 。)
具体的に、コロナウイルスのような感染症

「コロナウイルス」 の
) 拡散により、様々な
分野で契約が履行されなかったり、行政制裁

よる資材需給の蹉跌を不可抗力と見ないと判

に関する判例・裁判例は見当たらないが、大

を受ける事例が発生している。そこで、具体

示した事例 大
( 法院２００２・９・４判決２

近、新型コロナウイルス（

COVID- 、 以 下

的な事業分野、契約内容や準拠法によって結

例がある 議
( 政府地方裁判所２０１０・

合、それは不可抗力に該当すると判示した事

置により、納品義務を遅滞又は不履行した場

論が異なることもあるが、ここでは特別な契
約条項がないことを前提に韓国法を説明す
る。

１、契約履行に関して
Ａ・不可抗力抗弁

・宣告２０１０が合計４０１８判決 。)
実際には具体的な取引形態や契約内容によ

任から免除されるためには、「債務不履行の

る備え手段からも予め防止しにくい水準に達

一方、現在のようにＷＨＯがコロナウイル

原因が債務者の支配領域外で発生した事象と

「不可抗力」とは、当事者が支配できない

１０

しなければならないと考えられる。

１４
して、債務者が通常の手段を尽くしても、こ
れを防止することが不可能だったことが認め
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２３

００１・１３８６判決 や
) 、下級審の裁判例
の中には、北朝鮮の突然の無煙炭輸出禁止措

１９

朴永録(パク･ヨンロク)
リーガルコーナー第25回 法務法人オルンハヌル弁護士

級感染症の患者と疑われる場

入禁止等の各種制裁を加えている状況では、

負わない。」と規定する。韓国法と異なり、

これを拒否した場合、刑事処罰の対象とな

合、保健福祉部長官等は病原体検査、自己隔

また、第

取引制限を十分に予見できるので、これを考

は当事者の故意・過失を問わず損害賠償
CISG
責任を認めるため、不可抗力を判断する際に

る。

明する場合には、その不履行について責任を

慮せずに契約を締結した以降、これを理由に

重要となるのは、契約の締結の時に損害の発

染病の患者、その接触者、危険要因にさらさ

スのパンデミックを宣言し、世界各国が輸出

履行しない場合に不可抗力を主張することは

生に対する「予見可能性 (foreseeability)
」
である。したがって、当事者が契約の締結の

れた人、感染病が流行し又は流行する恐れの

項によると、金銭

さらに、「検疫法」の改正により、検疫感

離又は入院治療を指示することができる。

難しいと考えられる。

当時、コロナウイルスの拡散による損失を予

ある地域から来た外国人やその地域を経由し

韓国民法第３９７条第

を要請することができる 検(疫法第 条 。)
日系企業としては、韓国企業との取引に先

立ち、上記の輸出制限対象に該当するか否か

格上昇又は供給不足で国民の健康を著しく阻

期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の

よる休業の場合においては、使用者は、休業
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Ｂ・金銭債務の不履行に関する特例

見できたなら、損害賠償の責任は免れないだ

た外国人の場合、保健福祉部長官が入国禁止

２、コロナウイルス関連の法規の改正

ろう。

債務の不履行の場合は、債務者は過失がない
ことを抗弁できないため、無過失責任を負担
することになる。
しかし、売買契約のような双務契約の場

や、業務担当者が韓国出張する際、上記の検
最近、コロナウイルスの拡散を防止するた

ある。

査対象に当たるか等を事前に検討する必要が

ない場合であれば、買主は同時履行の抗弁権

め、「感染症の予防及び管理に関する法律」

韓国の現地法人には韓国の「勤労基準法」

Ａ・休業手当の支給可否

を行使できるので、売買代金の未払いによる

項は、保健福祉

３、人事労務管理上の諸問題
る必要がある。
第

損害賠償義務を負担することはないだろう。
Ｃ・国際物品売買契約に関する

感染予防法第

（注１）が適用される。勤労基準法第 条第

第 条第 項は、不可抗力的状況につい
CISG
て、「当事者は、自己の義務の不履行が自己

害するおそれがあるときは、その輸出又は国

七十以上の手当を支払わなければならない。

項によると、使用者の責に帰すべき事由に

の支配を超える障害によって生じたこと及び

外への搬出を禁止することができる旨規定す

療に必要な医薬部外品、医薬品等の急激な価

契約の締結時に当該障害を考慮することも、

級感染病の予防・防疫及び治

条の

以(下、「感染予防法」 等)が改正された。本
法により新設または改正された規制を熟知す

合、売主が売買目的物を引き渡すことができ

24

ちコロナウイルスの感染者、症状者、接触者

1

23

1

韓国の雇用労働部（注２）は、労働者のう

部長官は、第

1

る。現在、適用対象物品はマスク、消毒剤、

国際取引に

3

それを回避し、又は克服することも自己に合

国際連合条約 (CISG)
が適用されることもある。
CISG

40
1

保護装備等である。

1

46

2

理的に期待することができなかったことを証

79
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ものではないため、休業手当の支給義務はな

する場合、使用者の責に帰すべき事由による

が発生し、消毒・防疫のために事業所を休業

労働者に対する保護義務を違反した場

ことができる。この場合も、使用者が

養給付、休業給付などの支給を受ける

は、「産業災害補償保険法」により療

合には、非給与項目及び残りの賃金、

いとしている。
では、コロナウイルスの拡散による業務量

慰謝料などを支払う義務がある。
使用者は労働契約に伴う信義則上の

の減少による休業はどうだろうか。大法院は
「使用者が自分の責に帰すべき経営上の必要

身体、健康に対する保護義務を負担す

注釈

（注１）日本における「労働基準法」

に相当する。

（注２）日本における「厚生労働省」

の労働関係の機関に相当する。

（注３）雇用労働部の所属機関で、労

働関係に関する判定及び調停の業務を

行う機関。
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付随的な義務として、被用者の生命、

条第

害賠償の責任を請求することができ
る。

る。出張、対面会議、公式行事、会食

活動に対しては、使用者の保護義務の
水準がより厳しく判断される可能性が
相当である。それ故に、労働者に上記
の注意事項を公開し、明確に知らせて
おくことが望ましいだろう。

24

性により個別の労働者に対して待機発令を行
ったとすれば、これは勤労基準法第

る。従って、使用者が事業場内の措置

・

項で定めた休業を実施した場合に該当する」
と判示している 大
( 法院２０１３・

％以

それ故に、使用者の立場で最も重要

ただし、この場合にも使用者がやむを得な

などを取り消しまたは延期し、実施す

なことはコロナウイルスの予防であ

い事由により事業を継続することが不可能で

ることが必要な場合には、画像または

感染させられた場合における
使用者の法的責任
業務上の事由で疾病に感染された労働者

る。労働者の業務と密接な関連がある

あり、労働委員会（注３）の承認を得た場合
項）。

電話会議に置き換えることが望まれ

には、平均賃金の

支給できる（勤労基準法第

条第

％に達しない休業手当を

られる。

上の休業手当を支払わなければならないとみ

減により休業する場合には、労働者に

告２０１２ダ１２８７０判決 。
) したがっ
て、コロナウイルスの拡散による業務量の急

11

70

スに感染させられた場合、使用者に損

を疎かにして、勤労者がコロナウイル

1
宣

46
10

2

Ｂ・業務中に従業員がコロナウィルスに

46
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