
気候変動適応に関する政府の取組

平成29年11月１日

環境省 地球環境局 気候変動適応室
室長 木村正伸

民間事業者による気候変動適応促進ワークショップ

１．気候変動の影響への適応の必要性
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「いぶき」観測イメージ図

404.0 ppm
（平成29年2⽉）

全球大気平均CO2濃度（観測事実）全球大気平均CO2濃度（観測事実）

「いぶき」(GOSAT)で観測した全球⼤気平均CO2濃度
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400.3 ppm
（平成28年1⽉）

※平均的な季節濃度変動を取り除いた濃度のことで、
その前後半年の１年間の平均値とほぼ同じ値を⽰す。©JAXA

*ppm:「100万分のいくらか」を示す単位

図： 洪水被害の事例（愛知県 広田川）
（写真提供：国土交通省中部地方整備局）

図 サンゴの白化（写真提供：環境省）

農山村の過疎化や狩猟人口の減少等に加え、
積雪の減少も一因と考えられる。

農林産物や高山植物等の食害が発生

我が国において既に起こりつつある気候変動の影響

熱中症・
感染症

異常気象・災害 短時間強雨の観測回数は増加傾向が明瞭に現れている。

（写真提供：中静透）

米・果樹

・水稲の登熟期（出穂・開花から収穫までの期間）の
日平均気温が２７℃を上回ると玄米の全部又は一部
が乳白化したり、粒が細くなる「白未熟粒」が多発。

・特に、登熟期の平均気温が上昇傾向にある九州地方
等で深刻化。

成熟後の高温・多雨により、果皮と果肉が
分離する。（品質・貯蔵性の低下）

図： みかんの浮皮症
（写真提供：農林水産省）

米が白濁するなど品
質の低下が頻発。

図 ヒトスジシマカ
（写真提供：国立感染症研究所

昆虫医科学部）

生態系

サンゴの白化・ニホンジカの生息域拡大

デング熱の媒介生物
であるヒトスジシマカ

の分布北上

（出典：気候変動監視レポート2016(気象庁)）

図 水稲の「白未熟粒」(左)と
「正常粒」(右)の断面

（写真提供：農林水産省）
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2010年以降、救急車で搬送された熱中症患者
の全国計は4万～5万人で推移。

（出典：総務省消防庁 熱中症情報 救急搬送状況より
環境省作成）
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気候変動の影響への適応とは気候変動の影響への適応とは

○緩和とは： 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制等

○適応とは： 既に起こりつつある、あるいは起こりうる

気候変動の影響に対して、自然や社会のあり方を調整
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２． 気候変動の影響への適応計画について
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気候変動の影響への適応計画 （2015年11月閣議決定）

＜基本的考え方（第１部）＞
■目指すべき社会の姿

○気候変動の影響への適応策の推進により、当該影響による国民の生命、財産及び生活、経済、自然環境等
への被害を最小化あるいは回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持続可能な社会の構築

■対象期間

○21世紀末までの長期的な展望を意識しつつ、
今後おおむね10年間における基本的方向を示す

■基本的な進め方

○観測・監視や予測を行い、気候変動影響評価を実施し、その結
果を踏まえ適応策の検討・実施を行い、進捗状況を把握し、必要
に応じ見直す。このサイクルを繰り返し行う。

○おおむね５年程度を目途に気候変動影響評価を実施し、
必要に応じて計画の見直しを行う。

■基本戦略
（１）政府施策への適応の組み込み
（２）科学的知見の充実
（３）気候リスク情報等の共有と提供を

通じた理解と協力の促進
（４）地域での適応の推進

（５）国際協力・貢献の推進

＜分野別施策（第２部）＞
■農業、森林・林業、水産業

■水環境・水資源
■自然生態系
■自然災害・沿岸域

○ＩＰＣＣ第５次評価報告書によれば、温室効果ガスの削減を進めても世界の平均気温が上昇すると予測
○気候変動の影響に対処するためには、「適応」を進めることが必要
○平成27年３月に中央環境審議会は気候変動影響評価報告書を取りまとめ（意見具申）
○我が国の気候変動 【現状】 年平均気温は100年あたり1.14℃上昇、日降水量100mm以上の日数が増加傾向

【将来予測】 厳しい温暖化対策をとった場合 ：平均1.1℃（0.5～1.7℃）上昇
温室効果ガスの排出量が非常に多い場合 ：平均4.4℃（3.4～5.4℃）上昇

※20世紀末と21世紀末を比較

■観測・監視、調査・研究
■気候リスク情報等の共有と提供
■地域での適応の推進
■国際的施策

＜基盤的・国際的施策（第３部）＞
■健康
■産業・経済活動
■国民生活・都市生活
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気候変動影響評価結果の概要

分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度

農業・

林業・

水産業

農業 水稲

野菜 －

果樹

麦、大豆、飼料作物等

畜産

病害虫・雑草

農業生産基盤

林業 木材生産（人工林等）

特用林産物（きのこ類等）

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生態）

増養殖等

水環境・

水資源

水環境 湖沼・ダム湖

河川

沿岸域及び閉鎖性海域

水資源 水供給（地表水）

水供給（地下水）

水需要

自然生態

系

＊「生態系」に対

する評価のみ

記載

陸域生態系 高山帯・亜高山帯

自然林・二次林

里地・里山生態系

人工林

野生鳥獣による影響 －

物質収支

淡水生態系 湖沼

河川

湿原

沿岸生態系 亜熱帯

温帯・亜寒帯

海洋生態系

分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度

自然生態
系

生物季節

分布・個体群の変動

自然災

害・沿岸

域

河川 洪水

内水

沿岸

海面上昇

高潮・高波

海岸侵食

山地 土石流・地すべり等

その他 強風等

健康 冬季の温暖化 冬季死亡率

暑熱 死亡リスク

熱中症

感染症 水系・食品媒介性感染症 － －

節足動物媒介感染症

その他の感染症 － － －

その他 －

産業・

経済活動

製造業

エネルギー エネルギー需給

商業 － －

金融・保険

観光業 レジャー

建設業 － － －

医療 － － －

その他 その他（海外影響等） － －

国民生

活・都市

生活

都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ 水道、交通等

文化・歴史を感じる暮

らし

生物季節

伝統行事・地場産業等 －

その他 暑熱による生活への影響等

【重大性】 ：特に大きい ：「特に大きい」とは言えない －：現状では評価できない 【緊急性】 ：高い ：中程度 ：低い －：現状では評価できない
【確信度】 ：高い ：中程度 ：低い －：現状では評価できない

＊「在来」の「生態系」に対す
る評価のみ記載

＊「複合影響」に対する評価のみ記載

＊「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）」から作成
http://www.env.go.jp/press/upload/upfile/100480/27461.pdf
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気候変動の影響と適応の基本的な施策（例）
分野 予測される気候変動の影響 適応の基本的な施策

農業、
森林・
林業、
水産業

農業

一等米比率の低下 高温耐性品種の開発・普及、肥培管理・水管理等の徹底

りんご等の着色不良、栽培適地の北上 優良着色系品種への転換、高温条件に適応する育種素材の開発、栽培管理技術等の開発・普及

病害虫の発生増加や分布域の拡大 病害虫の発生状況等の調査、適時適切な病害虫防除、輸入検疫・国内検疫の実施

森林・
林業

山地災害の発生頻度の増加、激甚化
山地災害が発生する危険性の高い地区の的確な把握、土石流や流木の発生を想定した治山施設や
森林の整備

水産業
マイワシ等の分布回遊範囲の変化（北
方への移動等）

漁場予測の高精度化、リアルタイムモニタリング情報の提供

水環境・
水資源

水環境 水質の悪化 工場・事業場排水対策、生活排水対策

水資源
無降水日数の増加や積雪量の減少に
よる渇水の増加

既存施設の徹底活用、雨水・再生水の利用、渇水被害軽減のための渇水対応タイムライン（時系列の
行動計画）の作成の促進等の関係者連携の体制整備

自然
生態系

各種
生態系

ニホンジカの生息域の拡大、造礁サン
ゴの生育適域の減少

気候変動に伴い新たに分布した植物の刈り払い等による国立公園等の管理
気候変動に生物が順応して移動分散するための生態系ネットワークの形成

自然
災害・
沿岸域

水害
大雨や短時間強雨の発生頻度の増加
と大雨による降水量の増大に伴う水害
の頻発化・激甚化

○比較的発生頻度の高い外力に対する防災対策
・施設の着実な整備 ・災害リスク評価を踏まえた施設整備 ・できるだけ手戻りない施設の設計等

○施設の能力を上回る外力に対する減災対策
①施設の運用、構造、整備手順等の工夫 （・既存施設の機能を最大限活用する運用等）
②まちづくり・地域づくりとの連携 （・まちづくり・地域づくりと連携した浸水軽減対策 ・災害リスク情
報のきめ細かい提示・共有 等）

③避難、応急活動、事業継続等のための備え （・タイムライン策定等による壊滅的被害の回避等）

高潮・
高波

海面上昇や強い台風の増加等による
浸水被害の拡大、海岸侵食の増加

海象のモニタリング及び同結果の評価、港湾・海岸における粘り強い構造物の整備の推進、港湾のハ
ザードマップ作成支援、順応的な対応を可能とする技術の開発、海岸侵食への対応の強化

土砂
災害

土砂災害の発生頻度の増加や計画規
模を超える土砂移動現象の増加

人命を守る効果の高い箇所における施設整備、土砂災害警戒区域等の基礎調査及び指定の促進、大
規模土砂災害発生時の緊急調査の実施

健康
暑熱

夏季の熱波が増加、熱中症搬送者数
の倍増

気象情報の提供や注意喚起、予防・対処法の普及啓発、発生状況等の情報提供

感染症
感染症を媒介する節足動物の分布域
の拡大

感染症の媒介蚊の幼虫の発生源の対策及び成虫の駆除、注意喚起

産業・
経済活動

金融・
保険

保険損害の増加 損害保険協会等における取組等を注視

国民
生活・
都市生活

ｲﾝﾌﾗ、
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

短時間強雨や渇水頻度の増加等によ
るインフラ・ライフラインへの影響

地下駅等の浸水対策、港湾の事業継続計画(港湾BCP)の策定、水道施設・廃棄物処理施設の強靱化

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 都市域でのより大幅な気温の上昇 緑化や水の活用による地表被覆の改善、人工排熱の低減、都市形態の改善

適応以外の他の政策目的を有し、
かつ適応にも資する施策を含む。
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３．適応計画に基づく環境省の取組

“気候変動適応情報プラットフォーム”

9



10

○ 気候リスク情報を集約し、各主体の適応の取組を支える情報基盤。
○ 2016年8月に、関係府省庁が連携して構築。国立環境研究所が事務局として科学的にサポート。
○ 2020年までに、アジア太平洋地域に拡大し、アジア太平洋適応情報プラットフォームを構築する。
（主な機能）
①情報基盤整備 ：気候変動や影響予測に関する科学的データの提供
②支援ツール ：簡易モデル、リスクマップ、優良事例等による適応支援
③人材育成 ：関係者との協働でのデータセット開発、専門家派遣等

全国・都道府県情報 ～適応策を検討する上で役立つデータを都道府県別に掲載～

観測された気候変化、将来気候、気候変動影響、複数のモデルによる
将来影響予測など最新のデータを参照することができます。
また、Web-GIS化によりデータの比較を容易に行うことができます。

「気候変動適応情報プラットフォーム」
ポータルサイトの主なコンテンツ

http://www.adaptation‐platform.nies.go.jp/index.html
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気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）

・政府の適応計画
・政府取り組み紹介
・研究調査結果の紹介

・適応計画策定ガイドライン
・気候変動影響関連⽂献⼀覧
・地⽅公共団体会員専⽤ページ

「気候リスク管理」と
「適応ビジネス」に
取り組む事業者の取り
組み事例を紹介します。

変化する気候に適応
するための知恵と
⼯夫を紹介します。

政府の取組

地⽅公共団体の適応

事業者の適応

個⼈の適応

コメ収量（品質重視）予測

全国・都道府県情報
都道府県別の気候と気候変動による影響の予測

「環境省環境研究総合推進費S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」における研究成果に基づくデータ等「環境省環境研究総合推進費S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」における研究成果に基づくデータ等
11

複数の地図データを並べること
で 地域 における気候変動の影響
予測結果を多⾓的に分析すること
が可能です

全国・都道府県情報 Web-GIS



ダウンロード

地⽅公共団体における
気候変動適応計画策定ガイドライン
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地⽅公共団体の適応計画や適応策
の事例を紹介

地方公共団体の適応

適応計画の策定ステップ
適応計画策定の８つのステップを紹介 ハザードマップの提供（仙台市）

「せんだいくらしのマップ」

ハウス内高温抑制技術（兵庫県）

施設（左）と加湿冷却状況（右）

兵庫県では、高温期
のハウス内の気温
上昇への対策として、
加湿冷却装置を設
置しました。気温上
昇抑制とトマトの生
育促進効果が確認さ
れています。

仙台市ウェブサイト
の「せんだいくらしの
マップ」では、洪水ハ
ザードマップ、土砂
災害危険地マップ、
浸水履歴マップ等の
地図情報を見ること
ができます。

企業の適応
計画作成でも
参考になると
思います

事業者の適応

13
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適応ビジネス事例掲載企業

農林⽔産業
⽔環境・⽔資源

⾃然⽣態系

健康

産業・経済活動

国⺠⽣活・都市⽣活

１６社
２３事例
を紹介

⾃然災害・沿岸域

適応ビジネス事例掲載（全16社）①

15

ICT技術を活用した農業支援：水管理支援システム
海洋環境の見える化

農林水産業

農業ICT クラウドサービス 食・農クラウドAkisai（秋彩）
ゲリラ豪雨対策「下水道氾濫検知ソリューション」他

農林水産業、自然災
害、産業・経済活動

異常気象に対する、GIS技術を活用した営農支援、
立地診断サービスを通じた事業継続計画他

農業、自然災害・沿
岸域

自然災害に対応した、総合リスク管理システム 自然災害・沿岸域

災害からビルを守るシミズ海外ハザード評価システム 自然災害・沿岸域

高潮や海面上昇から住民を守るインフラ強化
建物内部への浸水リスクを把握し、リスクマネジメント

自然災害・沿岸域

水害による水質汚染に対応した、ヤマハクリーン
ウォーターシステム

水環境・水資源

動植物への影響を軽減する、山火事用石けん系消火
剤

自然生態系



適応ビジネス事例掲載（全16社）②
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東南アジアにおける農家向け天候インデックス保険
産業・
経済活動

異常気象等をリスクヘッジする天候デリバティブ及び台風デ
リバティブ

産業・
経済活動

インドネシアで、水や堆肥の使用量が少なく、かつ高品質な
カカオへの転作支援（気候変動に適応した農業の推進）

産業・
経済活動

ポリエチレン樹脂に防虫剤を練り込み、洗濯をしても防虫効
果が長期間持続する蚊帳「オリセット®ネット」

健康

薬剤を使わずに蚊を捕獲する空気清浄機「蚊取空清」 健康

微気候デザインを取入れたスマートシティの開発
（風が抜ける区画レイアウト、クールスポット等）

国民生活・
都市生活

屋内と屋外の暑熱環境を緩和し、災害時のガラス飛散も防
止する熱線再帰ウィンドーフィルム

国民生活・
都市生活

室内側直貼り遮熱材、および屋外用遮熱工法
「トップヒートバリア」

国民生活・
都市生活

リスク管理 英国事例 （13社）
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上水道供給会社による気候変動の将来予測結果を
活用した気候変動影響のリスク評価

ボーンマス水道(英国)

発電事業に関わる
気候変動影響をリ
スト化、影響を抽出。
英国気候予測2009

の最悪シナリオを
用いて、「重大性」と
「影響の発生の可
能性」の2つの観点
でリスク評価を実施。

ビジネ
ス要素

気候変数 影響 対応策

水源

干ばつ
・利用可能な原水の減少
・河川水、地下水の減少
・最大需要量の変化

水源マネジメント計
画2014

気温上昇 ・水道水需要量の増加
水源マネジメント計
画2014

洪水
・利用可能な水源の消失
・土壌上層が圧縮されるこ
とで地下水の涵養が減少

経営計画2014

水質

干ばつ

・原水の流入量の減少
・原水が断続的に流入する
ことによる処理設備の不具
合

検討中(2015/7時点)

気温上昇 ・原水の藻類の増殖 検討中(2015/7時点)

洪水 ・原水の水質低下 検討中(2015/7時点)

インフ
ラ

干ばつ

・火災の増加に伴って配水
管内水量の不安定化
・土壌水分量低下による、
地下の配管の破損

検討中(2015/7時点)

気温上昇
・施設耐用年数の低下
・処理能力の低下

検討中(2015/7時点)

洪水
・施設設備の故障
・施設の電源の停止

経営計画2014

水道事業への影響につ
いて「気候変動の要素」
と「影響」を複数抽出。

ビジネス要素ごとに点
数付けし、リスク評価を
実施。

気候変動の将来予測結果を活用した
重大な気候変動リスクの特定

エーオン英国発電(英国)
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文献名称 発行年 発行者

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD） 最終報告書
※ページ内に日本語版あり

2017
FSB（金融安定理事会）／TCFD(気候
関連財務情報開示タスクフォース)
※英語サイト

気候変動をチャンスととらえ将来事業戦略に活かす 2017 三菱総合研究所

気候変動への「適応」に関する提言 2017 環境経営学会

気候変動「適応ビジネス」 (その2)－ＴＣＦＤ（気候関連財務情報
開示タスクフォース）の提言からみた日本企業の気候リスク

2017 ニッセイ基礎研究所

気候変動「適応ビジネス」 (その1) －なぜ、日本の「適応ビジネ
ス」は遅れているのか？

2015 ニッセイ基礎研究所

世界の気候変動適応ビジネスを展望する 2015 三井住友ファイナンシャルグループ

地球規模の経済リスクとしての気候変動問題 緩和（CO2削減）
だけでは不十分。異常気象への「適応」が急務。

2014 大和総研

今後
欧米で発行されている企業向け適応ガイドラインの和訳版
の公開

今年度末予定

日本企業向けの適応ガイドラインの作成と公開 来年度予定
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○ 気候リスク情報の基盤を国際展開。
2020年までにアジア太平洋適応情報プラットフォーム（AP‐PLAT）を構築する。

○ AP‐PLATの気候リスク情報を活用し、途上国の科学的な知見に基づく適応策の立案・実施を支援

することで、パリ協定の実施に貢献する。また、適応ビジネスの海外展開を促進するとともに、我
が国の民間事業者の気候リスクへの的確な対応や投資の拡大を側面支援。

インドネシアの米の収量予測 フィリピンの洪水の将来予測

国内の気候リスクの情報基盤（A‐PLAT） 途上国における気候リスク情報

アジア太平洋地域
の途上国

アジア太平洋適応情報プラットフォーム
（AP-PLAT）

適応ビジネスの例
・ 気象観測・早期警戒システム
・ 自然災害に対するインフラ技術
・ GIS技術を活用した営農支援技術
・ 快適性に優れた住宅技術
・ 気象災害に対応した保険商品

気候リスク情報を活用して適応ビジネスを展開

タイの大洪水（2011年10‐11月）
出典：平成23年度国土交通白書

アジア太平洋適応情報プラットフォーム（AP-PLAT）



おわりに
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 既に現れている気候変動の影響、また、将来増大する
影響に対処するため、適応を進めることが必要。我が国
では、2015年に「適応計画」を策定した。

 環境省は、気候リスク情報の共有、地域での適応の推
進などの基盤的施策を主として担当。関係府省庁一体と
なって適応の取組を前進させる。

民間事業者には、気候変動から自社の事業がうける影
響を低減・回避するリスク管理や、リスクをチャンスに変
える適応ビジネスを推進することが望まれている。

様々な情報を収集し、適応に取り組んでいただきたい。
A‐PLATはそのお手伝いをします。
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ご清聴ありがとうございました


