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～コロナ時代の気候変動リスクを企業経営に活かすために～
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MS&ADグループは「保険・金融サービスを通じて、

活力ある社会の発展と地球の健やかな未来を支

える」を経営理念とし、急激な環境変化や予期

せぬ事象に柔軟に対応し、迅速に回復する “レジ

リエントで、サステナブルな社会” の実現を目指

しています。そのためには地球環境、社会、人々

に関わる様々な課題を解決していく必要があり、

その重要な課題の一つが「気候変動」であると

考えています。

昨今、大規模な自然災害が頻発し、損失も大きく

なっています。当社グループでは、被害に遭われ

たお客さまに迅速に保険金をお支払いすることに

加え、防災に関する最新情報の提供や、災害の一

因となる温暖化対策について考えていくことも重

要な課題であると認識しています。

本シンポジウムでは、気候変動に加え、新型コロ

ナウイルスの感染拡大についても取り上げ、危機

を乗り越えるために企業がどう向き合い、どう対

処していくかを考察することといたしました。専

門家による最新動向に関する講演と、パネルディ

スカッションの議論を通じて、皆さまのお役に立

つことができれば幸いです。

［プログラム］

お問い合わせ

MS&ADインターリスク総研株式会社 営業推進部
TEL.03-5296-8919
E-mail：info_irric@ms-ad-hd.com
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　2019年に中国武漢で発生した新型コロナウイルス感染症は

2020年11月の段階で世界で感染者が５千万人を超え、もはや根

絶は難しい状況に入っています。コロナウイルスの遺伝子構造は突

然変異が速いという特徴を持ち、今後ワクチンが開発されても

100％の効果は期待できないと予測されます。

　では人類はこの新型ウイルスに「負けた」のでしょうか。この問題

をウイルスの視点から見てみると、また別の風景が見えてきます。ウ

イルスは宿主の存在を絶対的に必要とするため、宿主の存在を否

定する方向よりも、長期的には宿主への環境依存を高める方向へ進

化すると考えられます。人の身体にはもともと約100兆個の微生物

が常在し、このヒト・マイクロバイオームが私たちの健康や疾患と密

接な関りを持つことが分かってきました。私たちはウイルスなどの微

生物とつねに「共生」しながら存在している。21世紀の公衆衛生学

は、この視点を中心にしながら対策を構じなければなりません。

　感染症は古くからある病気と思われがちですが、実は人類史に

おいて比較的「新しい」病気です。農耕の始まりが食糧の増産と定

住を通して人口の増加をもたらし、家畜化した野生動物が持ってい

たウイルスが人間社会にもたらされたことが背景にあります。たとえ

ば近年の遺伝子研究で、結核はウシ、インフルエンザはアヒルやブ

タと近い病原体から生じたのではと分かってきました。そうして約

１万年の間に多くの感染症が人類の間に広まり、パンデミックを通

じて集団免疫を獲得していきました。ところが近年、約20年とい

う短い期間にエボラ出血熱、エイズ、SARS、MARS、新型コロナウイ

ルス感染症という新しい感染症が頻発しています。これらの病原体

もコウモリやチンパンジーなど野生動物からもたらされたと考えら

れます。

　その原因として、開発という名の無秩序な自然への進出、さらに

地球温暖化を含む自然破壊が野生動物の生息域を狭め、人との距

離が縮まったことが考えられるのです。

　パンデミックは時として、大きな社会変革のさきがけとなりまし

た。たとえば中世ヨーロッパで猛威をふるったペストは、荘園制度

の崩壊や教会権威の失墜、人口減による新たな人材の登用を招

き、それが近代の始まりにつながりました。しかし変化は突然起き

たのではなく、以前から進んでいた兆しがパンデミックで加速した

と考えられるのです。

　今回のシンポジウムがオンラインで開催されたことが示すよう

に、「withコロナの時代」は情報技術を中心とした社会になるのは間

違いがないでしょう。前京大総長の山極壽一氏によれば、人間は言

葉を使う前から歌や踊りといった身体性を通じて共感を育んできた

といいます。三密を避ける社会的な距離が重要視される社会で、私

たちはどのような新たな近接性を結びながら生きていくのか。私た

ちはさまざまな課題を、ともに考えていかなければなりません。

　地球温暖化の問題と、新型コロナウイルス感染拡大の影響。現在

私たちが直面する二つの危機を対比しながら、これらを乗り越える

ために必要な社会の転換についてお話ししたいと思います。

　1980～90年代に地球の平均気温が著しい上昇を記録したこと

で、地球温暖化は世界的に注目される問題となりました。地球温暖

化は、海面の上昇や、極端な気象現象、気温上昇による健康被害、

干ばつなどによる食糧危機、生態系への影響など深刻なリスクをも

たらします。その主な原因といわれるのが、化石燃料の燃焼にとも

なう二酸化炭素（CO2)の増加です。2015年に合意されたパリ協定

では、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より

十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」「そのため

に今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除去

の均衡を達成する」という目標をかかげました。

　新型コロナウイルスの感染拡大への対策で、各国で移動の制限

や産業活動の停止が行われた結果、世界のCO2排出量は一時的

に前年比で約17％減少しました。今年度を通しては約７％の減少

になると予想されます。大気中には毎年膨大な量のCO2が排出さ

れているため、１年では温暖化を抑制する効果は残念ながら目に

見えるほど大きくはないでしょう。けれども、同時に注目すべきは、

「１年に７％の削減」は、毎年続くとしたら「平均気温上昇を1.5℃

より低く保つ」ことを可能にするペースであるということです。

　もちろんコロナ危機による経済活動の停滞は、多くの人に忍耐を

迫りました。CO2の排出削減も、無理な省エネなど「忍耐」や「我慢」

のイメージで語られることが多いですが、その発想で排出を減らす

のは限界がある。脱炭素化はイヤイヤ努力して達成できることでは

なく、常識の変化を伴う「社会の大転換」を通して達成すべきものと

いうのが、本日私が最も強調したい論点です。

　身近な例でいえば、つい20～30年前まで職場や飲食店の「分

煙」は考えられないことでした。しかし受動喫煙の健康被害が科学

的に証明され、健康増進法などの制度が生まれ、分煙する飲食店

が人気となることで、「分煙革命」と呼ぶべき変化は実現しました。こ

れを気候変動についての科学的知見、パリ協定などの制度、エコ

カーや再生エネルギーへのシフト、ＥＳＧ投資といった経済への

影響などに重ね合わせ、これらが最終的に安くて安定したクリーン

エネルギー技術の普及を導くと考えれば、「脱炭素化社会」の実現

も、想像しやすくなってくるでしょう。

　元サウジアラビア石油相のアハマド・ザキ・ヤマニ氏は、「石器時

代が終わったのは、石が無くなったからではない」と語りました。鉄

器の出現により石器が使われなくなったのと同じく、人類は今、化

石燃料文明を卒業しようとしています。気候危機とコロナ危機の背

景には、人間活動による生態系への侵食、社会的な格差の再生産、

不完全な国際協調など共通する背景があります。これらの問題につ

いて、今後登壇される方々のご意見、また議論を通じて皆さまと深く

考えていければと思います。
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「気候危機・コロナ危機と社会の大転換」
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立環境研究所 副センター長　江守 正多 氏

山本 太郎氏 プロフィール
長崎大学医学部卒業。医師、博士（医学、国際保健学）。京都大学医学部研究科助教授、外
務省国際協力局を経て長崎大学熱帯医学研究所教授。専門は国際保健学、熱帯感染医
学。アフリカ、ハイチなどで感染症対策に従事。著書に『感染症と文明』、『抗生物質と人
間』など岩波三部作。訳書に『エイズの起源』、『失われゆく、我々の内なる細菌』（ともに
みすず書房）など多数。

基 調 講 演

「新型ウイルスが出現する理由と生態系
  ～気候変動との関連を考える～」
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   長崎大学熱帯医学研究所教授　山本 太郎 氏

講 演 I

MS&AD 気候変動シンポジウム　第 1 部

地球温暖化の背景と世界規模の対策

ウイルスと「共生する」という視点で考える

パンデミックがもたらす「社会変革」

江守 正多氏 プロフィール
東京大学大学院総合文化研究科博士課
程修了。博士（学術）。1997年より国立環
境研究所に勤務、現在同所地球環境研
究センター副センター長。社会対話・
協働推進オフィス代表を兼務。専門は
地球温暖化の将来予測とリスク論。気
候変動に関する政府間パネル第 5 次・
第 6次評価報告書主執筆者。著書に『地
球温暖化の予測は「正しい」か？』（化学
同人）、『異常気象と人類の選択』（角川
SSC 新書）など。

コロナ危機が示した「CO2 の減少」と未来像



　次期アメリカ大統領にジョー・バイデン氏の就任が確実にな

り、同国の気候変動対策が加速化することが予想されていま

す。私たちは、約100年間続いた化石燃料に依存した経済成長と

いう「常識」を脱却する歴史的な転換点に来ています。

　2019年８月、アメリカの主要企業181社が参加する財界ロ

ビー団体「ビジネス・ラウンドテーブル」は、同団体が1997年

以降表明してきた「株主至上主義」との決別を宣言。今後は、

顧客、従業員、サプライヤー、コミュニティに対しても企業は説

明責任を負うとする「ステークホルダー資本主義」への転換を

宣言しました。その一つの動きとして2020年９月には、「アメ

リカの温室効果ガス排出量を2050年までに2005年比で80％削

減するという目標を支持する」と表明。興味深いのは、たとえば

CO2排出に負担を求める「炭素価格」を認めつつ、炭素価格が低

い国に製造業が逃げてしまわない対策など、目標達成のために

市場メカニズムを活用するアメリカらしい発想です。

　同団体に所属するアップル社は、自社の全CO2排出量で「カー

ボンニュートラル（CO2排出量と吸収量がプラスマイナスゼロの

状態）」を達成。今後は製品の原材料の調達から販売までサプラ

イチェーン全体で、100％クリーンエネルギーへの移行を進めま

す。日本国内でも多くの企業がアップル社への部品の製造・供

給に関わるため、同社の脱炭素化に向けた取り組みは日本の産

業界にも大きなインパクトを与えるでしょう。

　さらに投資行動として、化石燃料を供給または依存する企業

に投資するのをやめるダイベストメントにも注目が集まります。

かゼロになりません。身近に迫る危険に対して、情報を受け取る方

がそれを「他人ごと」ではなく「我が身のこと」と意識し、適切に行動

していただくにはどうしたら良いのか。分かりやすく、インパクト

のある伝え方をどう考えるべきなのか。

　たとえば災害時に何をきっかけに避難を始めたかを調査した

ところ、１位は「周辺環境の変化」。続いて「消防・警察」「近所の人」

「家族・親族」からの声かけが続き、「テレビ・ラジオの報道」とい

う人はわずか数％でした。これはメディアは広く情報を伝えるも

ので、自分に直接関わりのある情報がそこから流れるというイ

メージを持ちにくいのかもしれません。

　また近年の記録的な豪雨を受け、国は2019年から大雨の防災

情報を５段階に分けて、「いつ避難を始めるか」を示すガイドライ

ンを作成しました。しかし同年に鹿児島市が記録的な大雨に襲わ

れたとき、市内全域が警戒レベル４となったことを伝える映像に

「全員避難」というテロップが出たことで、「全員といってもどこに

逃げるのか」といった問い合わせが相次ぎました。実は「避難」と

は危ない場所にいる人が逃げることで、危なくない場所にいる人

は無理に逃げる必要はありません。しかし「レベル４＝全員避難」

という表現が独り歩きをし、住民の皆さんに誤解と混乱を生じさ

せてしまったのです。

　今回のコロナ禍でも、どこまでが真実なのか、科学的根拠があ

るのか不確かな情報が流れました。地球温暖化にともなう異常

気象だけでなく、自然から発生する未知の脅威と私たちは今後

も共生・共存していかなければなりません。今を生きる私たち

がその方法をいかに探り、未来の子どもたちに伝えていくか。今

後とも皆さまと一緒に考え、行動していければと考えています。

石油産業を出発点とするロックフェラー・ブラザーズ・ファンド

は、脱炭素化社会の実現に不誠実であるとして自らの源流であ

るエクソン・モービル社の株を売却したほか、石炭やカナダの

オイル・サンド投資からも撤退しました。こうした一連の動きで

同ファンドの５年間の利回りは年平均7.76％となり、これは市

場の年平均6.71％を大きく上回るものでした。

　日本でも菅義偉総理が国会での所信表明演説で2050年までに

カーボンニュートラルにするとの政府目標を発表しましたが、

産業界も含めて真剣に気候変動リスクに向き合っていかなけれ

ば歴史的な潮流に乗り遅れ、結果的に日本のビジネスが損失を

被るリスクも高くなります。たとえば今後期待できる国内の取り

組みとして、再生可能エネルギーとして注目される水素を効率

的に貯蔵・運搬する「エネルギー・キャリア」の社会実装など

が挙げられます。こうした先進的な取り組みについて敏感に情

報を集めながら、同時に脱炭素化社会に向けた大転換期に発生

するであろう多種多様なリスクをお伝えする。私たちМＳ＆ＡＤ

グループは、そうした皆さまの「道先案内人」として今後も活

動を続けていきたいと考えております。
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原口 真 プロフィール
東京大学農学系大学院修士課程修了（農業生物学）。1996年プラント・エンジニアリ
ング企業勤務を経て、現職。1997年～ 企業のサステナビリティ経営を支援する調査・
分析、コンサルティングを展開。自然資本を活用した地域のレジリエンス強化と地方
創生 SDGs 推進の領域で、数多くのオープン・イノベーション・プロジェクトに携わっ
ている。主な委員：環境省・次期生物多様性国家戦略研究会委員、国土交通省・グリー
ンインフラ官民連携プラットフォーム企画・広報部会幹事ほか。

「サステナビリティ経営の大変革と
その中核課題である気候リスク」
     MS&ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第三部 フェロー 兼 サステナビリティグループ　原口 真

講 演 III

MS&AD 気候変動シンポジウム　第 1 部

　日本では近年、異常気象とそれに伴う気象災害が頻発していま

す。その背景には言うまでもなく地球温暖化の問題があります。

地球温暖化への対策としては、温室効果ガスの排出量を削減する

などの行動でリスクを「減らす」緩和策が挙げられます。しかし異

常気象の影響がすでに深刻化している今、重要になってくるの

が、すでにあるリスクに「備える」意味での適応策です。健康面で

いえば、熱中症に備えるにはエアコンを上手に使って暑さを避け

る、こまめに水分補給をする、体力や体調を考慮して行動すると

いった対策があります。災害面では、堤防で河川の氾濫に備える

などハード面はもちろん、ハザードマップで自宅や職場周辺の危

険度を調べたり、避難所の場所を確認するといったソフト面での

備えも重要です。しかしそうした情報を知らない、調べ方が分か

らない方も多いようです。

　そこで改めて問われるのが、私たち気象予報士も含めたメディ

アの「伝え方」です。残念なことに熱中症では高齢者を中心に毎年多

くの方が亡くなり、豪雨による洪水や土砂災害でも被害者はなかな

井田 寛子 氏 プロフィール
筑波大学第一学群自然学類化学科専攻。宇宙化学研究室卒業。2011年～2016年NHK
ニュースウオッチ9、2016年～2018年TBSあさチャン出演。筑波大学非常勤講師。地
球温暖化の対策を呼び掛けるため、出前授業や講演活動、2014年にはニューヨーク
で開かれた国連気候サミットに参加。著書に『気象キャスターになりたい人へ伝え
たいこと』（成山堂書店）。

「近年の異常気象 ～気候変動リスクを伝える
大切さと工夫～」
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   気象予報士　井田 寛子 氏

講 演 I I

地球温暖化のリスクに備える「適応策」 株主至上主義からステークホルダー資本主義への大転換

転換期のリスクをお伝えする「道先案内人」に

情報を正しくインパクトを持って「伝える」力



療薬が存在しなかった時代には、感染症にかかった人を「隔離」

するしか対策がありませんでした。しかし自分と違うものを排

除するのではなく包摂していくことが必要です。

江守　今のお話は、山本さんの講演にあった「共生」のキーワー

ドにもつながりますね。

原口　私たちグループにとって、高齢者施設の避難計画策定な

ど事前防災のお手伝いも大事なミッションです。他にも住宅の

耐震化に手がつかないという高齢

者世帯に自治体の補助金の情報と

併せて耐震化のやり方をお伝えす

るといった「おせっかい」が企業と

してできないかと考えています。

江守　かつての日本であれば、災害

の心配があるときに「あの家はお年

寄りの一人暮らしだから」とコミュ

ニティ間で情報の共有ができてい

ましたよね。

山本　昔に戻るというより、むしろ今回のコロナ危機で進んだ

オンライン化による新たなコミュニティに活路を見出せないで

しょうか。現在はビジネスや学校など遠い関係性と、家族間のよ

うな近い関係性のコミュニケーションで活用されていますが、

そこへ近所の人が立ち話に寄るような中間層のコミュニティが

生まれたりしないだろうかと。

井田　たぶんそうしたアイデアやビジネスは今後ますます進む

と思います。ただ私としては、ＩＴツールに苦手意識のあるお年

寄りが取り残されてしまうことが心配でもあります。

原口　人口減少や高齢化の進む地域では、地域と多様な関わり

を持つ「関係人口」が注目されています。たとえば都会に住む若

者が地方のお年寄りにオンラインでスマホの使い方を教え、お

年寄りは漬物のコツを教えるといった関係が実際に結ばれ始め

ているという話を聞きます。

山本　大学でオンライン授業を経験して実感したことの一つ

が、従来の授業と同じことをオンラインでやろうとしても、「対

面授業の劣化版」にしかならないということでした。つまりＩＴ

によるコミュニティを模索するならば、今までにない新しい関

係性を構築するくらいの構想が必要かもしれません。

江守　気候変動については再生可能エネルギー等の技術開発が

進み、脱炭素化社会が実現に近づいてきました。コロナ危機もワ

クチンや治療薬の開発によって出口が見えてきた気もします。

しかしそれを本当の出口と考えていいのでしょうか。

山本　感染症の研究を始めた当初、私はウイルスが流行する

原因は何だろうと考えていました。しかし世界には多様な未

知のウイルスが存在し、ウイルス自体もつねに変異を繰り返

すことを考えると、どのような対策を取ろうとも、そのシス

テムの脆弱性を突いた感染症は流行ることが分かります。つ

まり最も重要なのは、その時点で完璧な対策を目指すことで

はなく、新たな危機に対して社会全体が柔軟に対応をする。

「トランスフォーメーション」を一度で終わらせず、つねに更新

していくことなのです。

井田　気象災害に当てはめていうと、「前回と同じ行動をすれば

絶対に身を守れる」という確証はないということにつながりま

す。特に異常気象が続く現在は、災害が起きる場所も規模も大き

く変わっていきます。既存のマニュアルだけに頼らず、タイムラ

インに沿った対応が求められます。

原口　「ステークホルダー資本主義」では、地球（Planet）、人

（People）、繁栄（Prosperity）の３つのＰとガバナンスが重要だと

考えられています。特にレジリエントで持続性の高い繁栄を実

現するには、今日のお話にあったような「共生」という視点、つね

に「変化」を忘れない姿勢が大切だと感じました。

江守　私が勤務する国立環境研究所の次期５年計画でも、「グ

ローバルサステナビリティ（持続可能性）とローカルプロスペリ

ティ（繁栄）を同時に実現する」ことを一つの目標にしています。

地球の環境を守りながら、地域で暮らす人々の幸せも守る。その

両立にとっても、柔軟な「トランス

フォーメーション」が必要になるで

しょうね。

井田　地球環境への配慮として、飲

食店などではプラスチック容器から

繰り返し使える食器へと移行する動

きが進んでいました。しかしコロナ

危機が始まってからは感染予防の観

点やテイクアウトが増えたことで、

再び使い捨ての食器が使われるようになる。ある目的を優先す

ると、別の目的を諦めなければならないのは難しい問題だと感

じました。ただ私が希望を感じたのは、比較的すぐに、「環境に負

荷がかからないテイクアウト容器」が登場してくれたこと。また

私たち消費者も、そうした「ベストではないけれど少しでもベ

ターな選択」をしていく意識が大切ではないかと思っています。

山本　100 年前に自動車が大衆化するとき、事故や騒音を心配

した人はいたかもしれません。しかし多くの人が自動車に乗る

ことが「北極の氷が溶ける」事態につながるとはだれも予想しな

かったでしょう。社会に起きた変化の影響は多岐に渡り、自然に

対してもまだまだ無知である。その事実と私たちは、謙虚に向き

合わなければならないでしょう。

江守　私は気象変動について研究を進める中で、ビジネスの世

界にいる人たちにどうしたら気候変動リスクに関心を持ってい

ただけるかに頭を悩ませてきました。しかし本日のお話で世界

的に気候変動がビジネスの重要な課題として取り上げられてい

るとお聞きして、社会は確実に変化していることが実感できま

した。ここで立ち止まることなく、すべての人と地球環境にとっ

てベストな社会を目指して変革を続けていかなければと思いま

す。本日は貴重なお話をありがとうございました。
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江守　まずパネリストの皆さんそれぞれから、他の講演者のお

話を聞いて思ったことをお聞かせいただければと思います。

山本　キーワードはやはり「トランスフォーメーション」でしょ

う。現在私たちが直面する問題に対し、従来の「成長」や「開発」を

中心とした価値観から、どのような新しい価値観を持って社会

を変えていくかを模索しなければならないのだなと。

井田　そうした変化も、国や自治体、企業など大きな団体が出来

ることと、私たち個人が出来ること、

やらなければならないことがあると

感じました。

原口　ビジネスや政治の世界でも、

積極的に未来志向で行動できる層

と、変化にとまどって動けない層が

あります。気象災害の話ともからみ、

基本的なリテラシーの重要性を改め

て感じました。

山本　ビジネスが何のためにある

のか、利益追求か社会貢献か、ある

いは両方を追求することが重要な

のか。これまでと別次元の目標設定

が必要なのかもしれません。

江守　社会的な格差の問題も気にな

ります。洪水や干ばつの被害は発展途上国でより深刻ですし、コロ

ナ危機でも経済的な影響を受けるのは社会的な弱者でしょう。

井田　気象災害でいえば、土砂災害で逃げ遅れたり熱中症の被

害に遭うのは圧倒的にお年寄りです。現役世代は体力もあり、Ｓ

ＮＳで最新情報を取得して避難行動につなげる例も増えていま

す。現代の社会で弱者になってしまう人は、孤立や孤独の問題が

根底にあると思います。

山本　これまでは機会の公平さに注視しても、結果は自己責任

と考えられていました。これからは結果の公平さも注視して格

差の連鎖を止める意識が必要でしょう。もう一点、ワクチンや治

「気候変動、どんな社会を目指すべきか・
 私たちは何をすべきか」
 

パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン

新しい価値観へのトランスフォーメーション

新しいコミュニティの可能性

新たな危機に対して柔軟に対応する姿勢

長崎大学熱帯医学研究所教授　　 山本 太郎 氏　　　　　　気象予報士　　 井田 寛子 氏
MS&ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第三部フェロー 兼 サステナビリティグループ　　原口 真
コーディネーター／国立環境研究所 副センター長　江守 正多 氏
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江守 正多 氏
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