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Insight #4  について

＊極端現象の多くに降水の分布が関係する．

＊社会的条件が，極端現象への対処や結果
に大きな差をもたらす．

・ 経済的レベルだけに依存するわけではな
い．
– 文化的継承・endogenous knowledge
–科学と知識の普及

＊水の危機による転住や移民について，
ー起こらないようにする
ー適応戦略としてとらえる
という選択があり，Insight#4 での扱い方は
ambivalent か．



Insight #5 について* これまで，
熱中症，媒介昆虫による感染症，気温と
諸疾患による死亡の正の相関・・・・

＊メンタル・ヘルス：公衆衛生の立場から
も重要
・ DALY（死亡＋障害）では「抑うつ性障
害」が13/369位で，HIV，結核，マラリアと
同程度．
・ 従来＝死亡数に基づく優先順位決め．
・ 筋骨格系障害・メンタルヘルス＝死因
にはなりにくいが，障害の大きな要因
（Global Burden of Disease Study, 2020)

＊メンタル・ヘルスへの影響の中身は．
・極端現象の被害の残存
・依存していた自然環境の崩壊による

“伝統”や“場所”の感覚の喪失
・予想されるシステムの不安定さに起因

する心理的反応 などで，
脆弱性のある集団で顕著となる．



Insight #5 について：疾病負荷研究（Global Burden of Diseases)2019の分析対象
に初めて「非至適温度(non-appropriate temperature)＃] がはいった

GBD2019 Risk Factor
Collaborators (2020)
Lancet 396, 1223-49

＃高温・低温の両方
を含む

＊女性における
DALYのリスク要因
10/87位
＊男性では11/87位
・母子の低栄養，
水回りの衛生
と同程度の健康リス
ク



気候変動と疾病（NCD)との
関連メカニズム
Framkin ＆ Heines
(2019) Ann Rev Pub Health

直接影響
ー死亡
ー疾病リスク

間接影響

環境や社会へ
の影響

資源の欠乏・価
格変動

メンタルストレス
および関連要因

GBD2019で解析対象と
なったのは気候変動影響
のごくごく一部

気候変動
ー気温
ー極端現象
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気候変動が心理社会的健康に及ぼす影響に関連する要因

社会的要因
・雇用状況
・教育レベル
・物理的環境
・社会的サポート
・文化・性

生態学的要因
・気候変動
・生態系への

有害物質の影響
・資源・種の絶滅

影響（ハザード）
・洪水・渇水
・山火事
・海面上昇
・永久凍土の融解

メンタル・ヘルスへの影響
・（ー）PTSD,不安，抑うつ，
・（ー）暴力，攻撃性，依存
性，心配と恐れ，生存の
罪悪感
・（＋）利他主義，トラウマ
後の成長，思いやり

対策・介入
・行動変容
・注意喚起，地域への介入
・災害管理へのメンタル・ヘ
ルスの組み込み

修飾要因：
・メンタルヘルスについてのリテラシー ・地域コミュニティの意識
・社会資本
・サービスへのアクセス ・行政の支援
・コミュニティの準備体制 ・文化
・脆弱性評価

Hayes et al. (2019）IJERPH 16，1583 より．
（既存の文献をレビューして作成されたもの）
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影響 の視点から
＃４，５ともに， 気候変動の影響 にあたる内容

＊ 「影響」は均一ではない．
・ 不均一の要因： 地理的，生物学的，社会的

ー 「予測」は，地理的＜生物学的＜社会的の順に困難さを増す．
→ 受け入れられる「シナリオ」の構築

・ 平均＋分散 でとらえられない部分こそ重要．
→  平均的に進行する現象とは，社会的な対処方法は大きく異なる．
➡️ 学際的＜文理＞・超学的検討

＊ Planetary Boundariesの内側でも，人間の健康・福利は“安泰”ではない．
・ Planetary Boundariesの内側に，”human boundaries” があるかもしれない．

・ PBsの制限をクリアすれば問題解決，とはいかない可能性を念頭におく．
地球システム⇄生物圏システム⇄人間・社会システム の関係を理解する必要

→ Planetary Health という考えかた（Whitmeeら，2015）．
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Planetary Health の主張と課題
＊ 健康 と 文明は，自然の繁栄とその wise management の上で成り立つ．

＃４ 気候変動→水（極端現象・海面上昇）→転住・移民→食糧問題・社会ストレス
＃５ 気候変動→地球システム・生態系システムの不安定→メンタル・ヘルス

・ 全てが全てに動的につながる，という問題をどう解きほぐすか？

→ プライオリティの決定；
“喫緊の問題”優先 (はBAU）？
つながるメカニズムの解明 （気候システム⇄生物圏⇄人間＜健康と社会＞）

＊ 現世代は，将来世代を抵当にいれて繁栄している．
現世代の福利の追求が後世の福利とコンフリクトするという新しい事態．

これを自覚すること．BAUと思っているものはBAUでなくなり，ビジネスとして破綻．

＊ Global Healthになかった視点；
地球生態系（の中の人間社会），将来世代，systems thinking

→ アントロポセン（人新世）をどう使うか？



人間活動に
よる
環境負荷

環境変化と生態系の損傷 健康影響の例

１．直接影響

２．生態系経由の影響

３．間接的/後から見えてくる/
移住にともなう影響

環境負荷が人間の健康・福利に
影響する３つの経路を想定してい
る．

１＝例えば，洪水，熱波の影響．

２＝例えば，疾病媒介昆虫の生
息地の変化（デング熱など），作
物収量への影響，メンタル・ヘル
ス

３＝例えば，生計手段を失う影響，
移住・転住とそれによる軋轢．

プラネタリー．ヘルスにおける
環境変化が健康影響に至る経路



・2000-2008年追跡．11万人中約8,600名死亡 （大規模データ）
・植生指数 分解能250m. 居住地周囲250m/1250m．16日毎にデータ（衛星地球観測データ）

・ 居住地周辺の緑が多い→ 死亡率を下げる．
統計解析による 効果のmediator;  身体運動，PM，メンタル・ヘルス

対象者
（女性看護師

11万人）
住居の位置

植生指数
1月

植生指数
7月

植生指数
9月

James ら
Env Health Persp (2016)

生態系と健康： 居住環境の緑地と死亡率



緑地（植生）と学童の認知機能の発達 （バルセロナ）

Dadvandら PNAS（2015）

植生指数（NDVI)：
分解能：5x5m RapidEye （5衛星の2012．6．23データ）

対象： 小学校36校，約2,600人
効果の20〜65％はPMの減少によるもの．

生態系と健康： 緑地と学童の認知機能発達（衛星観測）：バルセロナ

認
知

機
能

（作
業

記
憶

な
ど

）

開始 ３ヶ月 ８ヶ月 12ヶ月
（12ヶ月間に4回測定）

緑地＝
（小学校+自宅+通学路）
（周辺50m以内）の植生
指数



Planetary Health の主張と課題
＊ アントロポセン（人新世）をどう使うか？

活かすも殺すも私たち次第．価値観の問題

・ 人類という種の寿命を自ら決める
– “今後１〜10億年が地球上に生命が存在できる限界”（問題の範囲の設定）
– ホモ・サピエンスを何年残したいか？ ということを考え，

（うまくいくかどうか，予測通りに機能するかどうかは別として）そこに向かう道筋を用意し得る時代
→ 純粋に個人・社会の嗜好性の問題だろう．

・ はじめて抱える道義的・倫理的課題を処理する （環境正義・世代間公平性）
– 自分たちの活動の結果が，非可逆的な負の遺産として残る可能性

未経験の事態・新規の技術に対するこれまでのスタンス＝”まずはやってみて様子をみよう“
広さと時間に余裕があれば，best の解法かもしれないが・・・・・

– 自分たちの活動の結果として，将来世代の選択の自由を奪う可能性（must do だらけの世界）
現世代からも選択の自由を奪いかねない！

→ (とりあえず，）当座を凌げば，当面，これまでと同様に選択の自由は確保されるだろう．



Planetary Health の主張と課題（つづき）
＊ アントロポセン（人新世）をどう使うか？

活かすも殺すも私たち次第．価値観の問題

＊ 消費についてもっと議論が必要では？

・ すでにさまざまな変化が起こっているが，COVID−19による変化は，あまり能動的とは言えない．
・ １つの例：Decent Life を送るのに必要なエネルギー（Millward-Hoplkns, 2020.  GEC)

2050年の最終エネルギー消費＝1960年並み（人口は３倍増！）．ハイテク，超節約的だが
物質的には比較的豊かなモデル．

ー価値観によって選択肢に
・ 消費と生産の２分法を再考するー互いにもっとコミットする：

＊価値観形成の材料づくり；

– “現状”をよく知る．Co-production
・ よく知るのに役立つ情報を抽出する・産み出す．

どんな情報を知りたいのか，を伝える．
よく知っている人の話を聞く．

・ 文字通り，現状をできるだけ体験する．



白か黒か，というほど単純ではない

ご視聴，ありがとうございました．


