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本メールは、一般社団法人日本LCA推進機構のメール会員登録をしていただいて
いる方へお送りしています。この場をお借りしまして、ご登録いただきました
ことを厚く御礼申し上げます。
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・メルマガニュース…………………
○LCAF通信第１号のご挨拶
○ISO/TC323（サーキュラーエコノミー）の東京総会（6/15-19）が延期に。
・特集………………………………… 新型コロナウイルスの世界の状況
・編集後記…………………………… 体重が増えて。。。。
■■
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○LCAF通信第1号です。
まだ、メール会員に登録して下さっている人（組織も含む）は15名です。
このLCAF通信は、稲葉の個人的な見解・意見をお伝えしようと思っています。
皆様のご意見も歓迎します。
○ISO/TC323（サーキュラーエコノミー）の東京総会（6/15-19）が延期になりました。
昨年から始まったISO/TC323（サーキュラーエコノミー）の東京総会が
6月15日～6月19日に計画されていましたが、12月以降に延期になりました。
しかし、TC総会と現在その設置が投票になっているワーキンググループ（WG)が
Webで開催されます。日本時間の21:00からが予定されているので、眠いですね。
早朝になるアメリカの人達よりはまだ良いと考えることにしましょう。
サーキュラーエコノミーについてはISO/TC207（環境マネジメント）--ISO140001
やLCAの国際標準規格を作っているTCです--でWGを作って、TC207で扱うことが
議論されていましたが、その間隙を縫って、フランスが新しいTCを作ることを
提案し、各国投票の結果、新TCが設立されてしまいました。
私の海外のLCAの知り合いの誰に聞いても寝耳に水で、各国ともTC207関係の人が
関与しないところで設立されてしまったようです。私が見るところ、主に金属関係の
リサイクルの人達が中心になっているようです。
私は、幸いにも日本の国内委員会（委員長は元東北大学の中村崇先生です。
非鉄金属の専門家ですね。私も鉄鋼協会のプロジェクトでお世話になりました。）
に入れてもらったので、TC207との連携が必要であることをいつも言っています。
それにしても、サーキュラーエコノミーですから、金属だけでなく、プラスチック
も扱わないと、最近の海洋プラの問題に対処できないと思います。
また、技術だけでなくごみ処理の制度の問題も含めるべきと思います。
TC323については今後もこのLCAF通信でご報告します。皆さんのご意見もお寄せ下さ
い。
■■

特 集 ■■

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『新型コロナウイルス：世界の状況』
TVなどのメデアでも大きく取り上げられていますが、私の友人たちからの状況報告
をお伝えします。4月14日（火）～16日（木）に届いたものです。個人的な感想で
あることにご注意ください。
--ドイツ/ベルリン--

We can go out to do some sports and buy food, but only two people together and
we have to have difference of 1,5 m. All deparmtnent stores, small shops,
restaurants and all schools and universities are closed.
--ドイツ/シュットガルト-Concerning COVID the Germany seem to have comparable many cases but still
comparable few deaths......I think out notification system is quite well and the
people listen to the Governmental orders quite well.
--ドイツ/カールスルーエ-Everything is closed down except supermarkets and very few other daily needs,
Kindergardens, schools, universities are also closed. However, people are
allowed to go out for hikes or sports.We enjoy going outdoor or sitting in the
garden. We hardly see planes anymore, as traffic at Frankfurt Airport decreased
by 95%. Also motor traffic decreased considerably.
Today, a meeting of the German government is scheduled in order to decide
whether all restrictions will be kept or if some restrictions may be lifted.
Notably, possibly some shops and part of schools might open. So we are waiting
for the news of this evening.
(稲葉の感想）ドイツでは3人はだめですが、２人で歩くのは可のようです。１人が2人に
うつすと拡大するという観点でしょうか。合理的ですね。もうすぐ終息するかもしれない
という状況のようです。
--オランダ-In the Netherlands, we are in what they call an "Intelligent lock-down". That is
we should preferably stay inside, can still go outside to do our shopping but
not in groups of 3 or more, and they strongly call upon our own responsibility.
So far, it's working quite well.
--オランダ-no events, attractions, zoos etc. closed, also the famous Keukenhof garden with
the flowering tulips now at their most beautiful. But people are allowed to go
out as long as they keep distance and only with family, no big groups. Food we
can order to be brought home by certain supermarkets. Fortunately there is no
shortage. Older people like us can also go to supermarkets that open early in
the morning especially for older people.
(稲葉）オランダも3人で歩いてはいけないようです。日本ではお花見ができませんでし
た。オランダではチューリップを見ることができなかったようです。
--イタリア/ベニス-Here in Padua-Venice we were in full lockdown mode until yesterday. The only
options to move outside were for food and other essential things.
From today there are some new measures to gradually reopen something... but it
is still an ongoing discussion on how fast to do it.
(稲葉）えっ、イタリアは大変だと聞いていましたが、もう大丈夫ですか？
--スエーデン/イエーデボリ-We can go to stores and buy our daily needs, but much care is spent to avoid
contacts and to keep everything clean.
--デンマーク/コペンハーゲン-Restaurants, entertainment, schools, university, all is closed. But we are still
allowed to go out, and we enjoy trips to the forest. The closing down seems to
work quite well in Denmark, and yesterday they opened up for the younger
classes, untill fourth grade, to go to school and kindergarden again.
(稲葉）幼稚園も小学校も再開されたようです。
--コスタリカ-Costa Rica has like most countries - closed the borders, only CR citizens can
come back, established a stay at home policy and is keeping social distancing.
The CR president also imposed driving restrictions - no driving between 7 PM and
5 am and limited driving during the day - determined by the last number in your

license plate. Some restaurant have carryout or deliver services. The local
bands singers are performing on StreetJelly out of their homes. Nice. We go
out 1 per week to grocery shop. Stores have disinfection sprays and gloves.
(稲葉）自動車の運転制限があるというのがユニークですね。
--チリ-Although epidemiologists have said the peak is expected to be in May. We are in
quarantine but, like other countries in the world, we can go to the pharmacy and
the supermarket and buy essential things.
confinement is not so hard.
(稲葉）とりあえず生活には困らないようです。
--USA/ミシガン-Michigan is also confined, but still OK to goout for sport if away from other
and to get food!
(稲葉）アメリカもミシガンではまだ大丈夫のようです。
--タイ-Luckily, all the food is no problem in Thailand. All food store,supermarket and
restaurant (only take home) can open as usual.
--タイ-Songkran (Thai New Year) is not allowed, very quiet really. Several guys
complain that they want to get their haircuts; finally the wife has to do it for
him (hair salons are closed, ha ha). Foods are available (supermarkets, wet
markets are opened everywhere) and
no need to stock foods.
(稲葉)そういえば、ある国では家庭内暴力が増えているということですね。
--フィリピン-We were able to distribute food to the urban poor through public and private
partnership, this prevented social disorder. Our lockdown allows one family
member to go out to buy food and
medicine, and our food supply chain is okay. There is sufficient food and
medical supply during the lockdown.
(稲葉）とりあえず食べるものには困っていないようです。
私の（親切な）知人がいる場所の情報は入りますが、そうでないと何の情報も入りませ
ん。
コロナに限らず情報とはそうしたモノでしょう。
日頃のおつきあいが大切ですね。
早く、こういう特集をしなくても良くなりますように！
■■
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新型コロナウイルスでいろいろなことが中止になっています。
何回か経験して「ZOOM」にも慣れてきました。
せっかく事務所を借りたのに、自粛になってしまったので事務所に行かずに
家でいろいろやっています。事務所の賃料がもったいないです。。。。
３食しっかり食べて、机の前にすわっているので、、、、
太ってきて困ります。糖尿病の先生にまたしかられそうです。。。
（LCAF理事長 稲葉 敦）
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