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オーストラリアの COVID-19 対策
杉田 弘也
オーストラリアは、ニュージーランドや台湾、ベトナ

会見を質問が出尽くすまで行っている）
。これを経てオ

ムと並んで COVID-19 対策が成功している国の一つであ

ーストラリアは COVID-19 の排除を達成したが、連邦政

った。2021 年 6 月 1 日の時点で、ジョンズ・ホプキンス

府が責任を果たすべき 3 つの問題が生じている。

大学のデータよれば、オーストラリアにおける感染者数

第 1 に 3 万人を超えると言われる帰国困難者の問題で

は 30,118 人、死亡者は 910 人であった（日本における同

ある。国境を閉じた結果カンタス航空は国際線の運航を

時期の感染者 747,188 人、死亡者 13,006 人）
。オーストラ

停止した。連邦政府によれば国境閉鎖は 2022 年半ばま

リアは、必要な手段を早めに思い切って実行し、政治構

で続くとされ、国際線再開の見込みは不透明である。他

造がうまく機能して成功した。しかしながら 2021 年半

社も便数はきわめて制限され、航空運賃が高騰するほか

ばを過ぎ、
オーストラリアにも深刻な問題が生じている。

直前になって便がキャンセルされる事態も起きている。

オーストラリアは、2020 年 3 月後半に海外渡航および

第 2 に、帰国者検疫に穴が生じている。連邦政府は、

市民と永住者以外の入国を禁止し、現在でも継続されて

緊急避難的に大都市のホテルを入国後の隔離用に借り上

いる。
国内もロックダウンに入り各州は州境を閉鎖した。

げ、それが現在も継続している。ホテルでは空調や廊下

連邦政府は、
雇用を保証するための賃金補填
（2 週間 1500

などの共用スペースを通じ空気感染によって COVID-19

ドル、
約 10 万円を半年間）
、
失業給付や若者手当の倍増、

が拡散している。国際線の乗務員送迎リムジンの運転手

家賃の猶予と貸し手への支援、チャイルドケアの一時無

から発生した 2021 年 6 月半ばの「ボンダイクラスター」

料化、病床確保のため私立病院の一時国有化といった政

は、シドニーとしては第 2 波の感染を引き起こした。8

策を矢継ぎ早に打ち出した。政策立案の中心となったス

月下旬にはニューサウスウェールズ州の新規感染者が 1

ティーヴン・ケネディ財務事務次官は前歴が看護師であ

日 1,000 人を超え、メルボルンやキャンベラ、さらには

り、当時 5 名の財務副次官が全員女性であった。

ニュージーランドにも飛び火している。

連邦が経済政策を担当する一方、
州は医療面を担当し、

第 3 に、ワクチン接種が遅延し混乱している。連邦政

連邦制が見事に機能した。連邦首相や州首相によって構

府は、COVID-19 の排除に成功したことで油断したのか

成されるナショナル・キャビネットが発足し、毎週 2 回

調達が遅れ、ワクチンの種類による対象年齢の違いもあ

協議が行われた。連邦は自由党・国民党連合政権（右派）

って混乱を極めた。ニューヨークタイムズによれば 6 月

であったが、州では労働党政権（左派）が多数であり、

1 日の時点でオーストラリアで 2 度の接種を終えた割合

超党派の協力が可能となった。初動の段階で緊迫感を欠

は 2％に過ぎず、8 月 25 日でもようやく 25%にまで上昇

いていたスコット・モリソン連邦首相を牽引したのは、

したが、43%の日本よりも下位にある。

ヴィクトリアのダニエル・アンドルースとニューサウス
ウェールズのグラディス・ベラジクリアンであった。

検疫とワクチン接種の問題は、COVID-19 の排除に成
功した副産物ともいえるが、感染力が強力な変異種が出

2020 年 5 月にロックダウンは解除されたが、第 2 波に

現したことやニューサウスウェールズ州の油断もあって、

襲われたヴィクトリアでは 7 月から 10 月にかけて 112

8 月 25 日現在の感染者数の合計は 47,840 人、死亡者数

日間のロックダウンを強いられた（感染者・死亡者の大

は 989 人となっている。9 か月以内に総選挙も控えてい

多数はこの時期のヴィクトリアで発生している。またこ

る連邦政府は、早期の制限解除を望んでいる。ここしば

の間アンドルース州首相は、120 日にわたって連日記者

らく緊張の日が続く。

（所員／すぎた・ひろや）
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二つの『ノマドランド』
関 真彦

2021 年度に三部門でアカデミー賞を受賞した映

このことの最も顕著な例は『ハックルベリー・フ

画『ノマドランド』は住む家を失い、車上生活を送

ィンの冒険』(1885)だろう。この小説においてハッ

る高齢のノマドたちをテーマにした映画である。主

クと逃亡奴隷ジムはミシシッピ河を下っていくが、

人公ファーンも家を失い、失意のうちに慣れない車

河を移動しているときは平穏そのものなのに岸に着

上生活を始めるが、アメリカの大自然やノマドたち

くたびにロクでもないことに巻き込まれる。最終的

との交流の中で少しずつ気力を取り戻し、ふたたび

に岸に上がったときに付き合わされるトム・ソーヤ

人生に前向きに取り組んでいくようになる。監督の

ーによる荒唐無稽な騒ぎは未だに多くの読者を戸惑

クロエ・ジャオが言うようにこれは「アメリカ西部

わせている。

の開拓者文化の一部」に触れることで「一人でいる

こうした「移動」へのロマンティックな賛美は

ことに安寧を見出」すようになった主人公を描く

1950～60 年代にも噴出した。ジャン・ケルアックの

「アメリカの真髄」に迫る喪失と再生の物語なのだ。

『路上』(1957)は、人は移動の途上にあるときのみ

(『ノマドランド』パンフレット 12)

輝くという考え方を強く押し出した小説で、多くの

ところが、映画におけるこうした路上生活に対す

若者の心を揺り動かし、その後のヒッピーたちの誕

るロマンティックな見方に反して、原作では「喪失」

生に強い影響を与えた。1950 年代に最盛期を迎えた

に大きな比重が置かれている。そもそも原作と映画

西部劇映画も『シェーン』(1953)のように寄る辺を

では主人公が違う。ノンフィクションである原作に

持たない風来坊を魅力的に描き出すし、1950 年代後

おいては著者が主人公的にその動向を追うのは映画

半から 1960 年代に盛んに撮られたアメリカン・ニュ

にも本人役で登場するリンダである。リンダは最終

ーシネマもそのほとんどがロード・ムービーであっ

的には自然の中に住居を構えて定住するのが夢であ

た。

り、映画版の主人公であり、定住を拒んで路上生活

一方で、我々は『怒りの葡萄』(1939)を忘れては

を続けることを選ぶファーンとは正反対の人物であ

ならないだろう。この小説においては「移動」は貧

る。リンダにとっては路上生活は定住までの楽しめ

窮によって強いられた辛酸に満ちた行為であり、上

はするものの不本意な過程であり、ファーンにとっ

に挙げた作品群が持つロマンティックさなど欠片も

ては路上生活こそが彼女の求めるものである。この

ない。
未曾有の好景気であった 1950～60 年代におい

映画と原作の路上生活に対するアプローチの違いは

ては家を出て放浪するということにロマンを見出す

いったい何を意味しているだろうか。

こともできたが、
大恐慌時代であった 1930 年代には

アメリカ社会にとって「移動」の持つ意味は非常
に大きい。ヨーロッパからアメリカ大陸の東海岸へ

それは単に安定した生活の放棄を意味するにすぎな
かった。

の入植が行われてからアメリカ人たちはどんどん西

このようにアメリカ社会には常に「移動」に関す

に進んでいったが、そのときかれらの移動の背景に

る二つの見方が併存しており、それが『ノマドラン

あったのはユートピアへの渇望だった。腐敗した都

ド』における映画と原作の違いにつながったと言え

市から脱出して清浄なフロンティアでの生活を求め

るだろう。そして映画『ノマドランド』は「移動」

る人や純粋に金銭的な成功を求める人など種々多様

に否定的な原作に肯定的な主人公を挿入してまと

な人々が西部にあるユートピアを求めて西進したが、

め上げた、アメリカの「移動」に関する作品群に新

1890 年のフロンティア消滅宣言によってユートピ

たな 1 ページを付け加える画期的な試みだったと評

アの消失が明らかになってしまう。結果として「移

価できよう。

動」だけがロマンティックな響きを持つに至る。

（所員／せき・まさひこ）
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(三面)
平塚信用金庫 Big Advance のご紹介

大田 博樹
国際経営研究所は、全国の地域企業と情報共有やビジ
ネスマッチングができるシステムである「Big Advance」
にパートナー企業として会員登録をしましたので、その
機能についてご紹介します。
Big Advance は、全国の金融機関が連携して地域の企業
を支援する新たなプラットフォームで、全国それぞれの
金融機関の取引先が金融機関を通して取引先同士が繋が
り、情報共有やビジネスマッチングできるシステムです。
販路拡大や人材確保、業務効率化、事業承継など企業が
抱える様々な経営課題に対して、オープンイノベーショ
ンにより地域から生まれる新たな技術やサービス、未来
の新規事業創出などにより解決していく役割が期待され
ています。
Big Advance のイメージ図

（出典：平塚信用金庫 HP より）

以下に Big Advance の概要をご紹介します。詳しくは
「ひらしん Big Advance」のサイトをご参照ください。
1. ビジネスマッチングサービス
Big Advance システムを使用して、いつでも他社のニー
ズを検索できマッチング依頼ができる。日本全国の Big
Advance と連携し、ビジネスマッチングや不動産マッチン
グ、人材マッチングから事業承継マッチングまで、幅広
いマッチングが可能。
2. オープンイノベーション企画の実施
Big Advance のコンセプトに賛同している数百社の大
手企業がパートナー企業として参加し、自由にオープン
イノベーション企画に応募し、大手有名企業とつながる
ことが可能。
応募した際のパートナー企業との面談設定は、金融機
関が実施するのでより高い確率で提案の機会が得られる。

＜データ＞
参加金融機関数：69 件
会員企業数：76.787 社(2021.6.30 時点)
大手パートナー企業数：1,425 社(2021.6.30 時点)
大学研究機関数：14 大学（国公立 7 大学、私立 7 大学）
ビジネスマッチング ニーズ：21835 件（2021.7.7 現在）

アイディアとパートナー企業のリソースを組み合わせる
ことで、これまでにない新たな技術やサービス、新事業
の創出を目指す。全国の上場企業、自治体、大学等が募
集する企画に応募可能。
3. 福利厚生サービス
無制限に従業員アカウントを発行でき、従業員は全国
の Big Advance 参加企業がクーポンを提供する福利厚生
サービス「FUKURI」をご利用できる。また、他の参加企
業へのクーポンを掲載して、集客することが可能。
4. 士業相談
オンライン士業相談サービス「SHARES」と連携し、契
約書作成から就業規則作成、特許申請、決算資料作成ま
で約 150 のジャンルについて、弁護士や司法書士、社会
保険労務士、弁理士、公認会計士などに相談することが
できる。
経営学部の先生方の活用方法として、以下のようなも
のが考えられます。
・ パートナー企業として登録し、中小企業との共同研
究や共同企画を行う。
・ 企業の技術と大学での知識や設備を組み合わせて革
新を創出する。
・ 大学が有する知的財産を地域企業へ提案、新規事業
開発などの事業支援をする。
・ 時代の変化に合わせて、企業のニーズに沿う想像力
豊かで創造的な人材を育成していく。
・ 企業でのインターンシップ、教育プログラムの共同
開発ができる。
・ パートナー企業が募集する補助金や助成金の検索が
可能。
現在、青山学院大学、横浜市立大学、九州大学など 17
の大学が参加しています。
7 月 15 日（木）放送のテレビ東京系列ワールドビジネ
スサテライトでも取り上げられるなど注目が高まってい
るようです。どうぞご活用ください。なお、具体的な利
用方法については、国際経営研究所までお問い合わせく
ださい。
＜参考＞
・ひらしん Big Advance
https://www.hirashin-ba.jp/
・ビッグアドバンス開発者のコメント
https://dentsu-ho.com/articles/7590
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みなとみらいキャンパス（MMC）の国際経営研究所 ＜新たな環境のご紹介😊😊＞
青木 宗明
4 月のキャンパス移転から 3 ヶ月、早くも前期の終了を迎えましたが、国経研だよりでは、これから少しず
つ、新しい研究所の環境をご紹介してゆきます！
今回は、2021 年 4 月に導入した「デジタル・ホワイトボード ANSHI TOUCH」と、共用フロアにある「コ
ーヒーサーバー」のご紹介です。
なお新型コロナの感染状況が収まり次第、
「田中研究所長のみなとみらいグルメ散歩」や「YOKOHAMA AIR
CABIN で観光スポット巡り」といった楽しい記事も企画しています！今後の展開をお楽しみに♪

＜多機能デジタル・ホワイトボード ANSHI TOUCH（アンシー タッチ）＞
導入されたボードの画面は、なんと 65 インチ！でっかいですよ～。
使い方は、大きく分けると 2 通り。名前の通りにデジタルなホワイト・ボー
ドですが、Windows10 がインストールされているので、大きなパソコンとし
ても使えます。
ホワイト・ボードって聞くと、ついつい白い板を想像しますよね。もちろん、
ホワイトなボードもあって、書き込む場所がなくなっても、200 枚まで増やせ
ます。
しかし、それだけではありません！「デスクトップ・モード」にすると、Windows のあらゆるソフトに書き
込みが出来るんです。サンプルで
マップ・ソフトに書き込みしてま
すが、便利ですよね😙😙
さらに、
「ワイヤレス画面共有
ソフト（ScreenSharePro）
」を使う
と、PC やスマホを 6 台まで画面
上に同時に表示して、それぞれの
画面に書き込みまでできちゃいま
す！
もちろんオンラインのミーティングも、大きな画面でとっても
快適！Windows10 で動作するソフトウェアなら、ZOOM でも
Skype でも、快適に遠隔地間の会議が行えます。
こんなに便利な ANSHI TOUCH を遊ばせておいては世紀の大罪で
す。
使い倒しに研究所へおいで下さい！😊😊

＜共用スペースのコーヒーサーバー＞
11 階フロアには教員同士の交流を目的としたスペースがあります。
コーヒーサーバーもありますので打合せなどの際に是非ご利用くださ
い。種類はコーヒー5 種類、紅茶 2 種、日本茶 1 種のご用意がございま
す。11 階でのみご利用いただけます。

