
民間企業における気候変動適応
環境省地球環境局総務課気候変動適応室

令和2年10月23日



事業活動における気候変動影響と適応
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近年、豪雨や台風による風水害が激甚化

今後、気候変動により豪雨の頻度や強い台風の増加の懸念
激甚化する災害に、今から備える必要

令和元年台風19号
（ひまわり８号赤外画像、気象庁提供）

平成30年 台風21号
非常に強い勢力で四国・関西地域に上陸
大阪府田尻町関空島（関西空港）では最大風速46.5メートル
大阪府大阪市で最高潮位 329cm
関西国際空港の滑走路の浸水・閉鎖、航空機や船舶の欠航、
鉄道の運休等の交通障害、断水や停電、電話の不通等ライフラインへの被害が発生。

令和元年 台風19号

広島県広島市安佐北区

気象庁「今回の豪雨には、地球温暖化に伴う水蒸気量の増加の寄与もあったと考えられる。」平成30年7月豪雨

H30台風21号
大阪府咲洲庁舎周辺の車両被害
（写真提供：Iwaida）

大型で強い勢力で関東地域に上陸
東京都江戸川臨海ででは最大瞬間風速43.8メートル
箱根町では、総雨量が1000ミリを超える
関東地域を中心に、堤防決壊１４０カ所、土砂災害発生 748件 （10月31日現在）

令和元年 台風15号
強い勢力で東京湾を進み、千葉県に上陸
千葉県千葉市 最大風速35.9メートル 最大瞬間風速57.5メートル
千葉県を中心に、大規模な停電（9/9時点 約93万5千戸）
および断水、通信障害等が発生
神奈川県横浜市で、東京湾に面した護岸が高波により崩壊。隣
接する工業地帯に海水が流入
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気象災害の増加と経済的損失
損害が生じた気象関連イベントの数

出典：ミュンヘン再保険 HPより

風水害等による保険金支払額（国内）
気象災害 支払保険金（億円）

平成30年 台風21号 10,678

令和元年 台風19号 3,959

令和元年 台風15号 3,341

平成30年 台風24号 3,061

平成30年 7月豪雨（西日本豪雨） 1,956
出典：一般社団法人日本損害保険協会 HPより
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拡大する気候変動影響

近年、気候変動による自然災害や熱中症リスクの増加、
農作物の不作などが、事業活動に大きな影響を及ぼし始めている

【企業への被害】
広島県：
操業停止等
618事業所
※直接被害・間接被害の合計
※8月17日12時時点

広島県広島市安佐北区

【人的被害】
全国で犠牲者221名（1府13県）
（広島県：108名、岡山県：61名、愛媛県27名）

気象庁「今回の豪雨には、地球温暖化に伴う水蒸気量の増加の寄与もあったと考えられる。」

6月28日～7月8日の総降水量

岡山県：
商工業の被害
1179件、210.0億円
※8月23日時点

WMO-「熱波・豪雨の増加は、温室効果ガスの濃度の上昇による長期的な傾向と一致」
気象庁-平成30年の猛暑について「一つの災害と認識」と発表

【2018年7月23日の最高気温】

出典：気象庁 出典：消防庁

【2018年熱中症による救急搬送状況】

※緑、青は速報値であ
り今後変更の可能性
がある

国内241地点で日最高気温35℃以上の猛暑日を記録

7月平均気温は東日本で観測史上第１位を記録

埼玉県熊谷市で観測史上最高の41.1℃を記録

7月の熱中症による搬送人員数は54,220人、
死亡者数133人で過去最高に

7月16日から22日までの１週間
熱中症による
救急搬送人員数は23,191人
死亡者数67人で過去最多

平成30年7月豪雨

平成30年の酷暑
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拡大する気候変動影響
日本の年平均気温は100年あたり1.24℃の割合で上昇

（出典：気象庁HP）

短時間強雨の観測回数は増加傾向が明瞭
2019年は、統計開始以来
最も暑い年（日本）に

※世界の年平均気温は史上2位

猛烈な雨（1時間80ミリ以上）の発生回数は、
以前と比べて1.7倍

2020年6～8月は、
北半球で

観測史上最も暑い夏
（WMO）
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拡大する気候変動影響

気候変動影響は、地球温暖化の進行とともに拡大することが懸念されている

気候変動影響は、企業の持続可能性を左右する

渇水熱中症

市場や顧客ニーズの変化

気温の上昇

海水面上昇 農作物の品質低下

サプライチェーンの断絶

気象災害による被害

空調等のコスト増

従業員の健康被害

原材料の調達コスト増

風水害 高潮

年平均気温は最大で4.5℃上昇（今世紀末）
猛暑日の日数は、全国平均で14~24日程度増加（今世紀末）

将来予測に関する記述は、気象庁「地球温暖化予測情報 第９巻」より。厳しい温室効果ガス削減対策をとらなかった場合（RCP8.5）、現在から今世紀末の気温および降水の変化量の予測。
猛暑日は、最高気温が３５℃以上となる日。

降水パターンの変化

大雨の日数や規模が増加する一方、無降水日も増加（今世紀末）
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事業活動における気候変動影響

気候変動が事業活動に与える影響 日本 全世界

生産能力の減少/崩壊 生産レベルを維持できなくなる 40% 43%

運用コストの増加 事業実施における日々のコストが増加する 38% 46%

製品/サービスの需要減少 提供している製品/サービスの消費者需要が減少する 17% 10%

事業実施不可能 市場への参画障壁が生じる。
(例)不確実性が非常に高まることで保険契約を提供できない。

11% 14%

資本コストの増加
競争力を保つために必要な設備投資額の増加。より頻繁な設備更新や設備移転コスト等

10% 9%

気候変動等に対する企業の取組開示を促すために機関投資家等が設立したNGOであるCDPの質問書（2017年）に回答した企業（公開可能な企業等のみ）が認識している
気候変動による物理的変化が企業活動に与える影響。回答した日本企業の40％が生産レベルを維持できなくなること、38％が運用コストの増加を影響として認識しています。

気候変動は、従業員の労働環境の変化や原材料の収量・品質の低下、
設備の維持管理にかかるコスト増、市場ニーズの変化などの形で、

企業の事業活動に様々な影響をもたらす。
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事業活動における気候変動影響
突発的な影響（気象災害や熱波等による影響）

長期的な影響（ゆるやかに変化する気候変動による影響）

間接的な影響（サプライチェーン等を通じた影響）

平成30年7月豪雨災害による民間企業の被災事例

・豪雨の影響で工業用水の供給が停止したため、一時的に生産設備の間欠操業や操業停止を行うなど、操業レベルを落とした生産
活動を行いました。また、自家発電設備の一部に重大な不具合が発生し、その原状回復費用、外部電力の追加調達費用等として
多額の損失が発生しました（製造業）。
・長期間の断水のため、レストランチェーンの多数の店舗で営業ができない状態が続いたため、業績への影響が生じました（小売）。

出典：公開資料等をもとに整理

渇水気温上昇

降水パターンの変化

工場での水不足

水処理コスト増

例）

水質の悪化

ロジャナ工業団地の浸水状況（2011年10月～11月）
出典：国土交通省 水防の基礎知識 （左）、平成23年度国土交通白書 （右）

2011年タイの洪水

・８月から12月の間にタイ北部・東北部から中部を含む全72県中62県
まで被害が拡大した。
・800名以上の死者と400億ドル（3.8兆円）以上の経済被害
（世界銀行推計）を与えた。
・洪水により電子電気機器の生産が集積する７大工業団地が浸水。
被災企業数804社のうち、日系企業は半数以上を占めていた。

海面上昇 高潮・高波リスクの増加 沿岸の拠点の浸水



企業を取り巻くグローバルリスク
ダボス会議のグローバルリスク

2020年１月、世界経済フォーラムは「グローバルリスク報告書 2020」を公表。
発生可能性が高いリスクのトレンドをみると、2010年までは経済リスクが上位を占めていたが、
2011年以降は環境リスクが上位を占める傾向にある。
ビジネス・ラウンドテーブルによる企業目的の再定義

2019年8月、ビジネス・ラウンドテーブルは、「企業の目的に関する声明」と題し、米国の主要企業
トップ181名の署名が入ったステートメントを公表。「どのステークホルダーも不可欠の存在。我々は、
企業、コミュニティ、国家の成功のために、その全員に価値をもたらすことを約束する。」とし「株主
資本主義」からの脱却を宣言。事業全体で持続可能な慣行を取り入れることで環境を守ることもコミッ
ト。

（出典）世界経済フォーラム（2020）「The Global Risks 
Report 2020 15th Edition」より作成。

今後10年で発生可能性が高いとされたグローバルリスク上位５項目（2008-2020年）
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

１位 資産価格の
崩壊

資産価格の
崩壊

資産価格の
崩壊

暴風雨・
熱帯低気圧

極端な
所得格差

極端な
所得格差 所得格差

地域に影響
をもたらす
国家間紛争

非自発的
移民 異常気象 異常気象 異常気象 異常気象

２位 中東の情勢
不安

中国の経済
成長鈍化
（<6%）

中国の経済
成長鈍化
（<6%）

洪水
長期間に
わたる

財政不均衡

長期間に
わたる

財政不均衡
異常気象 異常気象 異常気象 大規模な非

自発的移民 自然災害
気候変動の
緩和や適応
の失敗

気候変動の
緩和や適応
の失敗

３位
破綻国家・
破綻しつつ
ある国家

慢性疾患 慢性疾患 不正行為 GHG排出
量の増大

GHG排出
量の増大

失業・不完
全雇用

国家統治
の失敗

気候変動
緩和・適応
への失敗

大規模な
自然災害

サイバー
攻撃 自然災害 大規模な

自然災害

４位 石油・ガス
価格の急騰

グローバル
ガバナンスの
欠如

財政危機 生物多様性
の喪失

サイバー
攻撃 水供給危機 気候変動

国家崩壊
または

国家危機
国家間紛争 大規模な

テロ攻撃
データ不正
利用・窃盗

データ不正
利用・窃盗

大規模な生
物多様性の
喪失と生態
系の崩壊

５位
先進国に
おける慢性
疾患

グローバル化
の抑制（新
興諸国）

グローバル
ガバナンスの
欠如

気候変動 水供給危機 高齢化への
対応の失敗

サイバー
攻撃

高度な構造
的失業また
は過小雇用

大規模な
自然災害

データ不正
利用・窃盗

気候変動
緩和・適応
への失敗

サイバー
攻撃

人為的な
環境損害・
災害

経済リスク 環境リスク 地政学リスク 社会リスク テクノロジーリスク
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気候変動適応とは

現在生じている、または将来懸念されている気候変動影響に備えて
リスクを回避・軽減することで、事業の継続性や強靭性を高める取組

気候変動への「適応」

温室効果ガスの増加
化石燃料使用による
二酸化炭素の排出など

気候変動
気温上昇（地球温暖化）
降雨パターンの変化
海面上昇など

気候変動の影響
生活、社会、経済
自然環境への影響

緩和
温室効果ガスの
排出を抑制する

リスクを回避・
軽減する

適応
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企業の気候変動の影響への適応

自社の事業活動において、
気候変動から受ける影響を低減させる

生産拠点での被災防止策や
サプライチェーンでの大規模災害防止対策など

適応をビジネス機会として捉え、
他者の適応を促進する製品やサービス

を展開する

災害の検知・予測システム、暑熱対策技術・製品、 節水・
雨水利用技術など
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適応の取組をチャンスに変える

気候変動は、企業にとって大きな「外部要因の変化」であり「リスク」
戦略的に適応に取り組むことは、多くのベネフィットをもたらす

戦略的適応のベネフィット

事業継続性を高める
ステークホルダーからの

信頼を得て
競争力拡大につなげる

気候変動影響に対し、
柔軟で強靭な
経営基盤を築く

自社製品・サービスを
適応ビジネスとして

展開する
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民間企業の気候変動適応ガイド

民間企業の気候変動適応ガイド ー気候リスクに備え、勝ち残るためにー
戦略的気候変動適応とは? 民間企業における適応取組の進め方をガイド。
気候変動適応は、TCFDの物理リスクのシナリオ分析にも通じる取組です。

気候変動適応情報プラットフォームで
公開中

http://www.adaptation-
platform.nies.go.jp/lets/business_guide.html

事例や基礎知識など
参考資料編もあります



気候変動適応施策の動向
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気候変動適応法の概要 [平成三十年法律第五十号]
平成30年６月13日公布
平成30年12月1日施行

国、地方公共団体、事業者、国民が気候変動適応の推進のため担うべき役割を明確化。
国は、農業や防災等の各分野の適応を推進する気候変動適応計画を策定（H30年11月27日閣議決定）。その進展
状況について、把握・評価手法を開発。

環境省が、気候変動影響評価をおおむね５年ごとに行い、その結果等を勘案して計画を改定。

１．適応の総合的推進

２．情報基盤の整備 ３．地域での適応の強化
適応の情報基盤の中核として国立環境研究所を
位置付け。

各分野において、信頼できるきめ細かな情報に基づく効果的な適応策の推進

農
林

水
産
業

水
環
境
・

水
資
源

自
然

生
態
系

自
然
災
害

健
康

産
業
・

経
済
活
動

国
民
生
活

４．適応の国際展開等
 国際協力の推進。
 事業者等の取組・適応ビジネスの促進。

都道府県及び市町村に、地域気候変動適応計画策定の
努力義務。

地域において、適応の情報収集・提供等を行う体制
（地域気候変動適応センター）を確保。

広域協議会を組織し、国と地方公共団体等が連携して地
域における適応策を推進。

「気候変動適応情報プラットフォーム」（国立環境研究所サイト）
の主なコンテンツ

http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/index.html

コメの収量
の将来予測

砂浜消失率
の将来予測

＜対象期間＞
21世紀末
（2081年～
2100年）
＜シナリオ＞
厳しい温暖化対
策をとった場合
(RCP2.6)

※品質の良いコメの収量

将来影響の科学的知見に基づき、
・高温耐性の農作物品種の開発・普及
・魚類の分布域の変化に対応した漁場の整備
・堤防・洪水調整施設等の着実なハード整備
・ハザードマップ作成の促進
・熱中症予防対策の推進 等
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適応法に基づく取組 - 気候変動影響評価

気候変動影響に関する
知見の収集

第１次気候変動影響評価（H27）以降、
約2000の知見を新たに収集済

平成29-30年度

答申

有識者（分野別WG）

文献等レビュー
影響評価報告書（案）作成

気候変動影響評価等小委員会

影響評価報告書（案）
審議・とりまとめ

諮問

報告書(案）
提出

環境省

中央環境審議会
地球環境部会

報告

分野別WG 委員数※

農業・林業・水産業 14

水環境・水資源、自然災害・沿岸域 16

自然生態系 ９

健康 ７

産業・経済活動、国民生活・都市生活 10 
合計 56 

審議

影響評価報告書（案）
意見具申（案）

影響評価報告書
意見具申

気候変動影響評価 実施体制

※委員数は、平成31年3月現在

スケジュール

令和３年度
気候変動適応計画変更

各省協議・パブリックコメント

気候変動影響評価報告書公開

2020年の気候変動影響評価に向け、報告書のとりまとめ中

報告書(案)作成
①気候変動による影響の要因

②現在の状況
③将来予測される影響

④重大性・緊急性・確信度の評価と根拠
⑤これまでに得られた情報の一覧

令和元年度
報告書(案)作成

令和２年度
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気候変動影響評価報告書（案）のポイント
根拠となる引用文献数が約3倍に増加し、気候変動による影響に関する情報の確
信度が向上した。

気候変動による影響が重大であり、緊急の対策が必要であることが示された。

■特に重大な影響あり(69%)
7分野71項目中49項目

■影響あり

■評価できない

■緊急性が高い(54%)
(7分野71項目中38項目)

■中程度

■低い

■評価できない

影響の重大性 対策の緊急性

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

第２次

第１次

引用文献数の変化

国民生活・都市生活 水環境・水資源 自然災害・沿岸域 健康

産業・経済活動 農林水産業 自然生態系
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第１次 第２次

各評価項目の情報の確信度

高い 中程度 低い 評価できない

（項目数）
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気候変動影響評価報告書（案）のポイント
影響の重大性、対策の緊急性、情報の確信度がいずれも高いと評価された項目

※今回確信度が向上し「高い」と評価された項目について、現在の状況／将来予測される影響の例を記載

 【農業】農業生産基盤：無降水日数の増加、冬季の降雪量の減少による用水不足等 ／利
用可能な水量の減少、斜面災害の多発による農地への影響等

 【水資源】水供給（地表水）：無降水日数の増加等による渇水等 ／海面上昇による河川
河口部における海水（塩水）の遡上による取水への支障

 【自然災害】内水：内水氾濫が水害被害額に占める割合（2005～2012年平均）は全国で
約40%、大都市ではそれ以上 等 ／短時間集中降雨と海面水位上昇による都市部の氾濫・
浸水等

 【自然災害（河川）】土石流・地すべり等：流域での同時多発的な表層崩壊や土石流等によ
る特徴的な大規模土砂災害の発生等 ／大雨の発生頻度の上昇、広域化に伴う土砂災害の
発生頻度の増加、規模の増大等

 【自然生態系（山地）】亜熱帯（沿岸生態系）：夏季の高水温によると考えられる大規模
なサンゴの白化、海面上昇に伴うマングローブの立ち枯れ等 ／亜熱帯域におけるサンゴ礁分布
適域の減少等

 【健康】熱中症：熱中症による救急搬送人員、熱中症死亡者数等の全国的な増加等 ／屋
外労働可能な時間の短縮、熱中症リスクの増加等

 【都市インフラ、ライフライン】水道・交通等：＜現在の状況／将来予測される影響＞気候変動
による短時間強雨や渇水の増加、強い台風の増加等に伴うインフラ・ライフライン等への影響等
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気候変動適応情報プラットフォーム

○ 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。
○ 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（AP-PLAT）を構築。
（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

https://adaptation-platform.nies.go.jp/

・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
・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
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気候変動適応情報プラットフォーム（年平均気温）
○気候変動予測結果
分野：年平均気温 対象期間：21世紀末（2081年～2100年）

○気候モデル：MIROC5
○格子間隔：1km
○1981～2000年を基準期間とした場合の相対値

厳しい
温暖化対策を
とった場合
(RCP2.6)

厳しい
温暖化対策を
とらなかった場合

(RCP8.5)

※本サイトで提供するすべての予測結果は特定のシナリオに基づく予測であり、
種々の要因により実際とは異なる現象が起こる可能性（不確実性）があります。
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気候変動適応情報プラットフォーム（熱中症搬送者数）

○気候モデル：MIROC5
○格子間隔：都道府県
○基準期間（1981～2000年）の熱中症搬送者数を“1”とした場合の相対値

○気候影響予測結果
分野：熱中症搬送者数 対象期間：21世紀末（2081年～2100年）

厳しい
温暖化対策を
とった場合
(RCP2.6)

厳しい
温暖化対策を
とらなかった場合

(RCP8.5)

※本サイトで提供するすべての予測結果は特定のシナリオに基づく予測であり、
種々の要因により実際とは異なる現象が起こる可能性（不確実性）があります。




	民間企業における気候変動適応
	事業活動における気候変動影響と適応
	　近年、豪雨や台風による風水害が激甚化
	気象災害の増加と経済的損失
	拡大する気候変動影響
	拡大する気候変動影響　
	拡大する気候変動影響
	事業活動における気候変動影響
	事業活動における気候変動影響
	スライド番号 10
	気候変動適応とは
	企業の気候変動の影響への適応
	適応の取組をチャンスに変える
	民間企業の気候変動適応ガイド
	気候変動適応施策の動向
	気候変動適応法の概要
	適応法に基づく取組 - 気候変動影響評価
	気候変動影響評価報告書（案）のポイント
	スライド番号 19
	気候変動適応情報プラットフォーム
	気候変動適応情報プラットフォーム（年平均気温）
	気候変動適応情報プラットフォーム（熱中症搬送者数）
	スライド番号 23

