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感染症と気候変動・環境問題

• 20世紀になって以降、200
超の人に感染するウイルス
が発見。年に3-4のペース
で新しいウイルス発見

• 人間の経済活動や気候変
動による生態系の破壊など
の環境の変化によって、か
つてなく近くなった人間社
会に入り込み、人間に感染

• 近年出現の速度が増して
いると言われる

• 人の集中とグローバルな人
の移動が感染拡大の要因
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感染症から見えること
• 感染症流行の中での「健康」「生命」の価値の再発見。「健康」「生命」を支える「環
境」の価値の再発見。「ワンヘルス（one health）」「プラネタリーヘルス（planetary 
health）」

• CO2排出の削減や、大気汚染、河川の汚染などの改善。現在の経済、社会が環
境に与えている負荷。「自然からの警告」

• 私たちの生活・社会を支える"essential work(er)"

• （日本）社会の脆弱性、レジリエンスの課題が見えてくる
– 人口集中で、エネルギーも資源も地方に依存する大都市と、急激に人口減少・高齢化が進
む地方

– 拡大する格差。先進国と途上国の間の格差
– 災害×感染症などの複合リスク

• スペイン風邪の流行と長野・大正大町地震
– リスクMultiplierとしての気候変動

• 脱炭素で持続可能な社会への端緒とも思われる働き方、生活様式、社会の変化。
ダイナミックな技術革新

• “現在の社会の延長線上にありたい未来はない”
• 実現したい未来の社会のかたちを描き、そこへ至るための課題と道筋を考えるこ
との重要性
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ロックダウン中の大気汚染物質の
減少

中国の大気汚染比較 ロックダウン中のPM2.5の減少
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中国春節の前、中、後の2019年
と2020年のNO2水準比較



日本の人口と高齢化率
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2050年
2050年には人口は1億人まで減少
高齢化率（65歳以上の人口）は37.7％に



東京圏への転入超過数
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地方からの転入超過は継続
若者、特に女性が地方から都市部、東京圏へ



農業従事者数の推移
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農業就業人口に基幹的農業従事者の占める割合は約8割
ここ20年で農業就業人口は約57％減



地球の限界（Planetary boundaries）
(Steffen, 2015)
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地球の限界（Planetary 
boundaries）
淡水が限界をこえる

• 「green water」＝
rainfall（降水量）, soil 
moisture（土壌水分
量）, evaporation （蒸
発乾燥）を入れ込む

• 土壌水分量が安全
な域をこえる

9出典：Wang-Erlandsson, L. et al., A planetary boundary for green water, Nature Reviews Earth & Environment June 2022 



プラスチック

• 1950年代以降、他の素材と比べても、大きく
生産量が増大。世界で毎年4億トンを超える
プラスチックが生産

• 現在の増加の速度で消費が伸びると、
– 2050年までに、重量ベースで、海では魚よりもプ
ラスチックのほうが多くなる見通し

–プラスチックは、石油の総消費量の20％、パリ協
定の長期目標（気温上昇を2℃未満に抑える目
標）達成に許容される年の二酸化炭素排出量
（炭素予算）の15％に相当するとの見通し
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プラスチックの不適正管理の
インパクト
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気候変動

観光 漁業 農業

経済への
脅威

健康への
脅威

環境への
脅威

自然災害
の悪化

水資源の
汚染

焼却による
有害なガス

食物連鎖の
汚染

生物多様性喪失 海洋汚染 土壌汚染



生物多様性評価報告書
（IPBES, 2019年）

かつてない速度と規模での生態
系の悪化、加速化

• 約100万の動植物種が絶滅のおそ
れ。評価された動植物種の約4分
の1にあたる。かつてない速度（こ
れまでの10倍-数百倍）の速さ。こ
のままではその多くがここ20-30年
の間に絶滅に瀕する

• 地球上の土地の75%が人間活動
により大きく変化、海洋地域の
66％が人間活動の影響を大きく被
り、85％以上の湿地が失われた

• 1870年代以降、珊瑚礁に覆われた
地域が半分失われ、近年その速
度を増している

• 陸域の生物相の少なくとも20％が
失われた。多くが1900年以降失わ
れ、近年その速度を増している

生態系の変化の原因は何か

• 過去50年間の変化の直接的要
因（影響が大きい順）
– 土地利用、海洋の利用の変化
– 生物の直接利用
– 気候変動
– 汚染
– 外来種

• これらの背景にある間接的要因
– 生産と消費のありかたを含む社会
の価値と行動様式

– 人口動態
– 貿易
– 技術革新
– 地域からグローバルにわたるガバ
ナンス

12



「今そこにある危機」
直面するリスクとしての気候変動

• 異常気象による大きな被害
• 気候変動（温暖化）が異常気象の水準・頻度を押し上げる
（気候科学の進展、Event Attribution）
– 2018年西日本豪雨

• 温暖化の影響がなかった場合と比べてこの水準の大雨の発生確率
は約3.3倍。1980年以降の気温上昇（約1℃弱）により降水量は6.7％
増（Kawase et al., 2020; 2021）

– 2019年台風19号
• 1980年以降の気温上昇（約1℃弱）により降水量は10.9％増。工業化
以降の気温上昇（約1.4℃）により降水量は13.6％増（Kawase et al., 
2020; 2021）

• 損害保険支払いの約100億米ドルのうち40億米ドルが気候変動起因
の降雨による損害（Otto and Li, 2022）

• 経済損失額/損害保険支払額の拡大
• 将来のリスクであるとともに、今直面するリスクとしての認
知
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2018年の自然災害による経済損失
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死者
数

経済損失
（米ドル）

保険支払額
（米ドル）

10月10-12日 ハリケーンマイケル 米国 32 170億 100億

9月13-18日 ハリケーンフローレンス 米国 53 150億 53 億

11月 山火事キャンプ・ファイア 米国 88 150億 120億

9月4-5日 台風21号 日本 17 130億 85億

7月2-8日 7月西日本豪雨 日本 246 100億 27億

春・夏 干ばつ 中欧、北欧 N/A 90億 3億

9月10-18日 台風マンクット 太平洋州、
東アジア

161 60億 13億

7-9月 洪水 中国 89 58億 4億

11月 山火事ウールジー 米国 3 58億 45億

8月16-19日 熱帯暴風雨ランビア 中国 53 54億 3億

その他 1230億 450億

全体 2250億 900億出典：AON, 2019を基に高村作成

2018年の台風21号と西日本豪雨だけでおよそ230億米ドル
2018年の損害保険支払額は史上最高。東日本大震災時を超える




