
民間企業の気候変動適応に関する取組みの基礎的整理 

 

 
 
 日本の民間企業等の気候変動への適応に関する取組みについて、以下のとおり Web ベース

で基礎的な情報を整理した。 
 
1. 調査の手法・手順 

 
 Web 等の検索により民間企業等の取組みを抽出し、整理した。以下に主な出典を示す。 
 
(1)新聞・雑誌記事情報 
 関連 Web サイトを確認し、情報を抽出した。このうち有用と判断した情報について、当該

企業の Web サイト等を確認し、適応に関連する情報を整理した。 
 
(2)展示会等情報 
 気候変動に関連すると思われる以下の展示会の出展者一覧または検索システムにおいて確

認し、情報を抽出した。このうち有用と判断した情報について、当該企業の Web サイト等を

確認し、適応に関連する情報を整理した。 
 ・猛暑対策展 2015 
  https://www.exhibitor-info.jp/maintenance2015/list.html?exhibition=14 
 ・気象・環境テクノロジー展 2015 
  https://www.exhibitor-info.jp/bmn2015/list.html?exhibition=3 
 ・事前防災・減災対策推進展 2015 
  https://www.exhibitor-info.jp/maintenance2015/list.html?exhibition=5 
 
(3)その他、Web サイト、関連資料より抽出 
 民間企業の気候変動への適応に関する取組みについて、Web 検索システムにより検索し、

有用情報を抽出・整理した。 
 
2. 調査の結果 

 
 調査の結果を以下のとおり取り纏めた。 
 ・全体概要：各取組みの概要を一覧形式（Excel）にて整理。【別添参照】 
 ・詳細事例：全体概要の中から特徴的な事例を整理。【次頁以降参照】  
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3. 調査の結果（詳細事例） 

 
企業名 沖電気工業株式会社 
業種 製造業 
取組名称 土砂崩れの遠隔監視システムの開発・販売 
取組内容 

OKI は、土砂災害の危険のある斜面に設置した傾斜センサーや土壌水分量センサーからの情

報を、当社の省電力 920MHz 帯マルチホップ無線（以下、マルチホップ無線）でクラウドセ

ンターに収集し、斜面崩壊の危険をリアルタイムに通知する「斜面監視システム」を開発し、

2015 年 12 月 1 日から販売開始した。 
本システムは、電池駆動が可能な省電力型マルチホップ無線技術を搭載した傾斜センサーモ

ジュールと、環境エネルギーから電力を創出することでシステムの長寿命化を実現するエナ

ジーハーベスティング技術を組み合わせることにより実現した。土砂崩れや地すべりなど崩

壊の危険性のある斜面や法面に傾斜センサーと土壌水分量センサーを設置し、マルチホップ

無線技術でセンサーデータを収集することで、遠隔地からの斜面状態のリアルタイム監視を

実現する。 
近年、集中豪雨やゲリラ豪雨などの異常気象により地盤が急速に緩んだ結果、土砂崩れや地す

べりなど土砂災害が多発し各地で大きな被害が出ている。 現在、斜面崩壊を検知する観測機

器としてはワイヤー伸縮計が広く使われているが、設置時のコストや耐用年数の短さ、動物に

よる誤検知などの課題があり、 全国で 50 万か所以上と言われている土砂災害の危険個所に

対して、観測機器は一部にしか導入されていない。 
OKI は、これらの課題に着目し、安価な MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）加速

度センサーと省電力型マルチホップ無線技術を組み合わせ、電池で数年以上の動作が可能な

「傾斜センサーモジュール」を開発し、システムを構築した。斜面に設置した複数の「傾斜セ

ンサーモジュール」からのセンサー情報を集約装置で収集することで斜面の状態を監視する。

また斜面崩壊の要因として土中の水分量が大きく関係しているため、本システムでは「土壌水

分量センサー」も備えた。「土壌水分量センサー」は、加速度センサーよりも消費電力量が多

いため、太陽光パネルと二次電池を組み合わせることでシステムの長寿命化に対応している。

今後、土砂崩れ予測アルゴリズムなどを導入し、現在の斜面状態の監視のみならず、土砂崩れ

発生の危険を予測し、住民避難の必要性を早期に判断するため支援機能も追加する予定。 
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図 斜面監視システム構成図 
 

 
図 システムの利用シーン 

 
OKI は、「斜面監視システム」のほか、「河川監視システム」、「沿岸防災システム」など他の

システムと連携した総合防災システムの実現に貢献していく。 
出典 

OKI Web サイト 
https://www.oki.com/jp/press/2015/11/z15070.html 
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企業名 日本電気株式会社 
業種 製造業 
取組名称 ICT による気候変動対策支援策の提供 
取組内容 

※NEC が提供できる気候変動への適応策に関するパンフレット 
 
■気候変動への適応に向けて ICT ができること（NEC が貢献できること） 
・海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク 
 潮位モニタリング、水門監視制御 
・大都市部への洪水による被害のリスク 
 自然災害（地震・風水害）発生前の災害リスクアセスメント、災害発生予想・発生検知 

 災害発生直後の災害救助活動支援 

・極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク 

 事業継続（BC）支援、重要施設監視・対策支援、施設・設備の異常予兆監視支援、蓄電

池・蓄電による電力安定供給支援、安全性・信頼性の高い道路利用支援、災害発生時の空

港管制運用支援 

・気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク 

 健康被害予防支援、医療・ヘルスケア支援、高齢者の見守り支援、熱帯病の感染拡大防止

支援 

・気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク 

 農業支援、食品ロス・食品廃棄物の発生抑制支援 

・水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク 

 漏水監視、浄化水、スマートウォーターマネジメント、下水道管渠点検支援 

・沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク 

 海洋環境モニタリング、養殖管理支援 

・陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク 

 森林の樹種・樹量モニタリング、生き物との共生支援 

 
 
 
 
 
 
出典 

NEC Web サイト 
http://jpn.nec.com/eco/ja/climatechange/adaptation/solution.html 
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企業名 日産自動車株式会社 
業種 製造業 
取組名称 自社の調達・生産過程における自然災害リスクへの適応 
取組内容 

日産では大地震を想定したリスク対応として、国内において震度 5 強以上の地震が発生し

た場合やその他の自然災害により事業活動へ影響を及ぼす甚大な被害が発生した場合は、

初動対応チーム（全社災害対策本部の主要組織がメンバー）が動き、情報を集め、次のアク

ションを決めていく。必要に応じて全社対策本部および事業所対策本部を立ち上げるとと

もに、安否の確認、被災状況確認と事業継続に向け動く。 
また、社内の全組織において自部署の優先業務を洗い出し、事業を継続するための対応策に

ついて事前に決めておくなど事業継続計画（BCP）に対応した取り組みも、サプライヤーと

協働し実施している。策定後も、PDCA サイクルを回しながら BCP の見直しを毎年、実施

している。 

 
図 日産の災害時の対応組織 
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日産の生産部門では、生産の 3 要素（人、物、設備）に対する各種リスクを鑑み、対策を進

めてきた。特に自然災害への備えとして、大規模被災時の生産再開日程を 2 週間と定め、そ

のために必要な対策を洗い出し、継続的な地震のハード対策（建屋・設備の耐震／補強工

事）、被災後の復旧時間を短縮するための復旧マニュアルの整備や BCP シミュレーション

訓練の定期的な実施、海外拠点での生産継続を視野に入れた部品輸出業務の BCP 策定な

ど、グローバルでの生産継続のための対応力強化を図っている。 
サプライチェーンの継続の観点では、サプライチェーンにおける供給リスクを最小限に抑

えるため、大災害発生時のみならず、日常的に起こるリスクに対し、方策の策定と実行フォ

ローを行っている。自然災害などのリスクやシングルソースのリスクを特定し、リスクエリ

アにあるサプライヤーやリスクの高い部品について、生産復旧の計画をサプライヤーと策

定している。 
出典 

日産 Web サイト 
http://www.nissan-global.com/JP/DOCUMENT/PDF/SR/2015/RISKMGNT_J.pdf 
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企業名 積水化学工業株式会社 
業種 製造業 
取組名称 災害対応住宅の販売 
取組内容 

積水化学工業株式会社の環境・ライフラインカンパニーでは、昨今増加する大規模な自然災

害を受け、防災や安全・安心にかかわる製品や取り組みを強化してきまた。戸建て住宅を対

象とする「防災・安心パッケージ」を開発し、2015 年７月１日より発売している。 
パッケージの構成は下図のとおりである。 

 

図 「防災・安心パッケージ」の構成 
 
①飲料水貯留システム 
 災害による断水時に、貯留槽に蓄えられた約３日分（２４リットル）の飲料水を確保。水

道配管直結。床下に収納され、非常時には台所や洗面の蛇口より簡単に取水が可能。 
 
②サイフォン雨樋 
 たて樋に設けられたサイフォン誘発ソケットにより、たて樋でサイフォン現象を起こし、

従来のたて樋の約 1.2 倍の雨水を排水することができる。 
 
③オーバーフローソケット 
 ゲリラ豪雨等により、雨水の排水が阻害（下水満管、床下浸水）された際に、たて樋に設

置されたオーバーフローソケットから排水することで、雨水の居室への進入を防止する。阻

害時、降雨強度 160mm/h（107L/min）までオーバーフロー排水が可能。 
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④圧力開放フタ 
 ゲリラ豪雨等により下水本管の圧力が上昇した際、マスに設置したフタが開き、圧力を逃

がすことでトイレ等排水器具で破封やフタの吹き飛びを防止する。 
 
⑤耐震配管システム 
 戸建て住宅向け耐震配管システムは、回転部・伸長部をもつ塩ビ製耐震配管、基礎貫通キ

ット、ゴミが付きにくいドーム構造排水ヘッダーで構成され、大規模な地震により起こる不

同沈下の変位に追従することで、配管に負荷をかけず排水管の破壊を防止する。 
積水化学 Web サイト 
https://www.sekisui.co.jp/news/2015/1263619_23166.html 
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企業名 日本ユニシス株式会社 
業種 情報通信業 
取組名称 河川の水位監視システムの開発・提供 
取組内容 

一般財団法人 日本気象協会と、日本ユニシス株式会社は、クラウドと携帯通信環境で提供

する災害監視カメラサービス「サイカメラ ZERO」の販売を開始した。 
昨今、国内各地において局地的豪雨や台風による河川の大増水・氾濫や道路の冠水などによ

る被害が非常に多くなっている。本サービスは、低料金であり、設置場所の制約や運用負荷

の少ないサービスであるため、これらの災害に備えて、くまなく、もれなく危険箇所を監視

することができる。 
本サービスは、河川やアンダーパスなどにカメラを設置し、定期的に観測状況を取得し、災

害を監視するものである。観測状況の画像は、携帯通信網（3G 回線および WiMAX 回線）

を介して、データセンターに送信されるため、監視センターなどで管理できる仕組みであ

る。さらに、水位計や雨量計などの計測器と連携すれば、設定された閾値を元にした災害予

見が可能となる。 
一方、日本気象協会のオンライン気象情報提供サービス「MICOS Fit」上で、災害が起きや

すい現場（河川やアンダーパス、路線など）の状況を、気象情報と併せてカメラ映像を表示

することに加え、カメラとセンサーを連携させ、災害時に必要な情報を効果的にシステム上

に集約する、"センシング・プラットフォーム"としての機能を、新たに「MICOS Fit」に付

加できる。これにより、一度に多く集まる情報の中から適切な収集と判断を行わなくてはな

らない災害時において、企業および自治体などの防災や維持管理担当者は、より適切な判断

が可能となる。 

 
図 災害監視サービス「サイカメラ ZERO」機能概要図 

日本ユニシス Web サイト 
http://www.unisys.co.jp/news/nr_130902_sai_camera_zero.html 
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企業名 損保ジャパン日本興亜株式会社 
業種 金融業, 保険業 
取組名称 天候保険事業の拡大 
取組内容 

天候インデックス保険とは、気温、風量、降水量、日照時間等の天候指標が、事前に定めた

一定の条件を満たした場合に定額の保険金額を支払う保険商品で、近年深刻化している気

候変動に対する適応策として、気候変動の影響を受けやすい発展途上国の農業セクターを

中心に注目を集めている。 
 
■タイにおける取組み 
タイ東北部の干ばつによる農業従事者の被害に伴う損害を緩和するため、天候インデック

ス保険を 2010 年から販売しています。2012 年に干ばつが発生した際に、加入者の 80％以

上の農家に保険金を迅速にお支払いした実績が現地で高く評価された結果、現在ではタイ

東北部の 20 県まで販売対象範囲が拡大している。 
 
■ミャンマーにおける取組み 

ミャンマーの中央乾燥地帯の米農家とゴマ農家を対象に、干ばつリスクに対応した天候イ

ンデックス保険を 2014 年 12 月に開発した。一般財団法人リモート・センシング技術セン

ター（RESTEC）と共同で、人工衛星観測データから推定された雨量をインデックスとして

活用した保険であり、日本初の開発事例である。 
 
■フィリピンにおける取組み 
PGA Sompo Japan Insurance Inc.は、2014 年 8 月よりフィリピン南部のミンダナオ島の

台風による農業生産者の被害の緩和を目的とした「台風ガード保険」を販売開始。「台風ガ

ード保険」は、台風の中心があらかじめ定めた対象エリアを通過すれば、一定の保険金が支

払われるインデックス保険。台風の通過を条件としたインデックス保険の販売はフィリピ

ン保険業界初。 
 
■インドネシアにおける取組み 
損害保険ジャパン日本興亜株式会社、PT. Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia お

よび損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社は、インドネシアにおける農業従

事者向け天候インデックス保険導入準備調査が、独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」）

の「協力準備調査（BOP ビジネス連携促進）」 に採択され、一般財団法人リモート・セン

シング技術センターおよび独立行政法人農業環境技術研究所と共同で調査を実施し、2018 
年度中の販売開始を目指している。 
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出典 

損保ジャパンホールディングス Web サイト 
http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/news/2015/20150306_2.pdf 
http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/news/2015/20150731_1.pdf 
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企業名 秋田県鹿角市等（調査：東京大学大学院農学生命科学研究科） 
業種 農業, 林業 
取組名称 リンゴ農家の気候変化への対応 
取組内容 

※この取組みは特定企業の取り組みではなく、農家や農協等による取組み実態に関する調

査研究である。 
 
内容 
日本の長野県須坂市周辺地域と秋田県鹿角市、そして南アフリカ・エルギンのリンゴ農家

が、現実に生じている気候変化にどう適応しているのかを調査した。その結果、適応には農

家が始めるボトムアップ型と、農協や役所等の組織が主導するトップダウン型があり、その

２型はリンゴの主な販売経路、すなわち消費者への直接販売が主体か、農協等を通しての大

規模市場への出荷が主体かに依存することが分かった。主に農協等経由で市場へリンゴを

出荷する農家は、研究機関が勧める技術的対応を受け入れるトップダウン型の適応行動を

とり、一方直接販売主体の農家は、技術的対応にとどまらない農家発のイノベーティブな適

応をボトムアップ的に始めていた。両者を比べると、トップダウン型の適応は、例えば温暖

化の影響を受けにくいリンゴ品種の導入のように、既に生じている問題の回避・軽減策であ

るのに対して、ボトムアップ型の適応は、モモを気候的北限に近い鹿角へ新たに導入するな

ど、将来の温暖化の影響を未然に解消ないし利用する対応であった。鹿角でボトムアップ型

適応として少数農家が始めたモモの栽培は、市や農協の資金的・技術的支援で多数の農家に

広まった結果、まとまった量のモモを他産地より遅い時期に市場へ出荷する産地形成に至

った。 
多くの先行研究では、研究者が気候変化の影響を予測し、適応技術を開発して、それを行政

や農協が現場に適用すると想定されている。この場合、農家は開発された対策を受け入れる

受け身の立場にある。新しい技術やアイディアが社会に広まる過程を研究する「イノベーシ

ョンの普及」研究では、これを「集中型普及」と呼ぶ。「イノベーションの普及」研究が、

米国の農家によるハイブリッドトウモロコシの受け入れ過程の研究を起源としたこともあ

り、集中型普及の研究が従来多数を占めてきた。日本でも、「普及」は集中型普及を指すこ

とが多い。しかし、原語の「普及」は‘Diffusion’すなわち単なる「拡がり」であり、専門

家から非専門家への一方向の流れに限定されない。実際に、外部の専門家の関与無しに生ま

れたイノベーションが非専門家の間で広がる、「分散型普及」と呼ばれる現象が知られてお

り、実はこちらのほうが一般的なのではないかとみられている。 
本研究は、気候変化への農家の適応において分散型普及が有効であること、それが直接販売

主体の農家によって始められることを明らかにした。今後、同様の研究を他の作目や地域で

積み重ねていくとともに、農家の適応が販売経路と関連するしくみを、より深く理解する必

要がある。それにより、気候変化への適応において、従来想定されていなかった分散型普及

の可能性と課題を追究するとともに、集中型普及との適切な組み合わせにより、気候変化へ
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の適応をより柔軟で効率的なものにできると期待している。また、分散型普及に基づく気候

変化適応を促すための政策は、集中型普及を想定したそれとは異なる可能性が高く、今後の

政策対応の多様化にも貢献するものと期待される。 
 
結論 
◆農家が気候変動へ適応する際に、農家発のボトムアップ型適応のほうが、行政等によるト

ップダウン型適応よりもイノベーティブな場合があり、それが起こる理由を示した。 
◆気候変動への適応では、行政等によるトップダウンの計画的適応の研究がほとんどで、農

家による自発的適応の例とそのしくみは知られていなかった。 
◆気候変動への適応において、農家が主役になることで従来よりも効果的でイノベーティ

ブな適応が可能であることを示すとともに、そうした農家主導の適応を促す政策のあり方

を検討するきっかけを与えた。 
出典 

東京大学大学院農学生命科学研究科 研究成果 
http://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/2015/20151014-1.html 
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民間企業による気候変動影響への適応の取組事例

商品開
発・販売

リスク管
理

その他

A 農業, 林
業

株式会社サカタ
のタネ

高温に適した品
種の開発、種子
の販売

ミニトマトの新品種『キャロルスター』の種子を発売する。暑さに対し「スタミナ切れ
がしにくい」丈夫な性質がある。栽培初期から後期までLサイズ中心の果実を安定
して収穫でき、暑く過酷な条件下となる「抑制栽培」の作型に最も適する。

● サカタのタネWebサイト
http://www.sakataseed
.co.jp/corporate/news/
20140422.html

同左

A 農業, 林
業

国立研究開発
法人 農業・食品
産業技術総合
研究機構/ＪＡ全
農ひろしま

高温に適した品
種の開発、種子
の販売

粒が白濁化する高温障害を避けるため、改良品種を九州・沖縄と中四国地域で相
次ぎ開発した。従来品種との性能比較では、同条件下で、白濁の割合を３分の１
に低減した。広島産の新ブランド「恋の予感」は、１４年末から、ＪＡ全農ひろしまが
販売開始、作付面積を１７年度には現在の２０倍の２０００ヘクタールに広げる。

● 産経新聞、2015.6.14 農研機構 Webサイト
https://www.naro.affrc.
go.jp/publicity_report/pr
ess/laboratory/warc/0
54028.html

（A 農業,
林業）

秋田県鹿角市
等（調査：東京
大学大学院農
学生命科学研
究科）

リンゴ農家の気
候変化への対
応

日本の長野県須坂市周辺地域と秋田県鹿角市、そして南アフリカ・エルギンのリ
ンゴ農家が、現実に生じている気候変化にどう適応しているのかを調査した。その
結果、適応には農家が始めるボトムアップ型と、農協や役所等の組織が主導する
トップダウン型があり、その２型はリンゴの主な販売経路、すなわち消費者への直
接販売が主体か、農協等を通しての大規模市場への出荷が主体かに依存するこ
とが分かった。主に農協等経由で市場へリンゴを出荷する農家は、研究機関が勧
める技術的対応を受け入れるトップダウン型の適応行動をとり、一方直接販売主
体の農家は、技術的対応にとどまらない農家発のイノベーティブな適応をボトム
アップ的に始めていた。両者を比べると、トップダウン型の適応は、例えば温暖化
の影響を受けにくいリンゴ品種の導入のように、既に生じている問題の回避・軽減
策であるのに対して、ボトムアップ型の適応は、モモを気候的北限に近い鹿角へ
新たに導入するなど、将来の温暖化の影響を未然に解消ないし利用する対応で
あった。鹿角でボトムアップ型適応として少数農家が始めたモモの栽培は、市や
農協の資金的・技術的支援で多数の農家に広まった結果、まとまった量のモモを
他産地より遅い時期に市場へ出荷する産地形成に至った。

● 東京大学大学院農学
生命科学研究科 研究
成果
http://www.a.u-
tokyo.ac.jp/topics/201
5/20151014-1.html

同左

C 鉱業，採
石業，砂
利採取業

国際石油開発
帝石株式会社

大規模サイクロ
ン対策の実施

気候変動が事業活動に及ぼす影響に備え、イクシスLNGプロジェクトでは、大規模
なサイクロンにも耐え得る洋上施設の設計、海水面上昇を考慮した施設の配置を
しているほか、アバディLNGプロジェクトでも、洋上施設設計においてサイクロン対
策を行っている。

● 帝石Webサイト
http://www.inpex.co.jp
/csr/management/risk.
html

同左

D 建設業 ミサワホーム株
式会社

防水・止水シー
トの開発・販売

店舗やマンション、地下鉄の出入口など、浸水の恐れがある場所に簡単に取り付
けることが可能な「ワンタッチ防水シート」を開発・販売している。これまでの土のう
による浸水対策に比べ、簡単に取り付けができ、高い防水性能を発揮できる。

● ミサワホームWebサイト
http://www.misawa.co.j
p/bousui/

同左

D 建設業 フジタ道路株式
会社

遮熱デザインス
プレーの開発・
販売

遮熱デザインスプレーは、床面や壁面に目地テープや目地模様を打ち抜いた特
殊型紙を貼り付けて、特殊塗料を吹き付ける、または特殊顔料・バインダーを調合
したモルタルを吹き付けることにより、ブロック・タイル模様をつけた舗装であり、快
適なデザイン性と路面温度の上昇抑制効果が得られる。アスファルト舗装に比べ
て路面温度が12℃程度低減した。

● フジタ道路株式会社
Webサイト
https://www.fujitaroad.
co.jp/business_informat
ion/details.php?eid=000
46

同左

E 製造業 株式会社インセ
クトシールドジャ
パン

虫よけ加工衣類
の販売

着るだけで虫よけ効果のある虫よけ加工衣類を販売している（メッシュパーカー、
速乾パンツ、クロス、ソックス、クールTシャツ等）。インセクトシールドのウェア、ギ
アは特許申請中の加工プロセスと虫よけの効果があるペルメトリンを独自の技術
で配合、加工し、無臭の虫よけ効果は製品の保証期間持続する（70回の洗濯耐
久性）。

● インセクトシールドジャ
パンWebサイト
http://www.mushiyoke.
com/

同左

E 製造業 株式会社
ASINA・アシナ

熱中症対策ヘ
ルメットの販売

熱中症対策ヘルメット「そよ風・涼風」はヘルメット内、頭頂部の熱気を排出し、排
出する空気の流れと汗による気化熱の作用により、さらに頭頂部の温度をさげ、
その下がった空気を頚椎部付近に排出する。非接触充電方式でリチウムイオン電
池を充電する事でランニングコストも掛からず、充電も置くだけの簡単充電であり、
長時間の稼動を可能にしている。

● ASINA・アシナ Webサイ
ト
http://www.asina.co.jp/

同左

E 製造業 沖電気工業株
式会社

河川の水位監
視システムの開
発・提供

沖電気は、920MHz帯マルチホップ無線ネットワーク技術を利用した、河川の水位
状況がリアルタイムで把握可能な「河川監視システム」を開発した。本システム
は、河川各所の観測ポイントに設置した雨量計や水位計などの各種センサーデー
タを、無線通信により監視センターで周期的に収集し、河川状況のリアルタイムで
の確認を可能にする。これにより付近住民への避難誘導をより迅速化できる。

● OKI Webサイト
https://www.oki.com/j
p/press/2014/11/z140
67.html

同左

E 製造業 沖電気工業株
式会社

土砂崩れの遠
隔監視システム
の開発・販売

沖電気は、安価なMEMS加速度センサーと省電力型マルチホップ無線技術を組み
合わせ、電池で数年以上の動作が可能な「傾斜センサーモジュール」を開発し、シ
ステムを構築した。斜面に設置した複数の「傾斜センサーモジュール」からのセン
サー情報を集約装置で収集することで斜面の状態を監視する。

● OKI Webサイト
https://www.oki.com/j
p/press/2015/11/z150
70.html

同左

E 製造業 有限会社大沼
プランニング

熱中症予防シャ
ツの開発・販売

モータースポーツ、救急医療現場、作業現場等で熱中症、脱水症状を防ぐ「クーリ
ングユニット」と「クーリングウェア」から構成されるクールシャツシステムを開発・販
売している。「クーリングユニット」は冷却装置であり、電動ポンプにて氷水を循環
させる水冷タイプと冷却スプレーを使用する空冷タイプの2種類がある。「クーリン
グウェア」はベストタイプ、耐火規格等、様々な仕様が用意されている。

● 有限会社大沼プランニ
ングWebサイト
http://oonuma.shop-
pro.jp/?mode=cate&cbi
d=1922991&csid=0

同左

E 製造業 文化シヤッター 防水・止水シー
トの開発・販売

豪雨による浸水を防ぐための簡易型止水シート「止めピタ」を開発。止水したい
シャッターなど下部にポリ塩化ビニル製のシートを張り付け、重しで固定する。約5
分間で設置できる。開口幅1.5メートルの場合、約30復路の土嚢（約600キロ）を必
要とするが、止めピタなら1枚で止水可能。使用後の手入れが簡単で、持ち運びし
やすい大きさに収納できる。
同社は止めピタに続き、簡単なレバー操作で扉がドア枠に密着して隙間を防ぐ「ア
クアード」や、設置後も開口部から出入りできるアルミ製の止水板「ラクセット」など
の関連商品を相次いで投入している。

● フジサンケイビジネスア
イ、2015.6.17

文化シヤッターWebサイ
ト
http://www.bunka-s-
pro.jp/shisui/index.html

E 製造業 富士通株式会
社

農業支援システ
ムの開発・提供

栽培したい農産物に関する必要な各種データ（温度・湿度などの環境データ、農
産物の栽培状況や品質結果といった生育データ、いつどこで何を行ったかといっ
た作業データ）を組み合わせ、品種・地域・ブランドごとにおいてもっとも最適な栽
培暦を導き出すことを支援する。これにより、農業生産者はもちろん、自治体、流
通・加工・卸といった集約者において、安定収量化や高品質化、ブランド化といっ
た目的にあわせて独自の栽培暦を作成でき、それをベースとしたこれまでにない
農業生産を行うことができる。

● 富士通　Webサイト
http://pr.fujitsu.com/jp
/news/2013/12/24.ht
ml
http://jp.fujitsu.com/so
lutions/cloud/agri/prod
uction_control/product.
html

同左

E 製造業 日本ワイドクロ
ス株式会社

屋根の遮熱シー
トの開発・販売

工場・倉庫・店舗等の折板屋根上面を遮熱効果のある日陰シート「ルーフシェー
ド」で覆うことで夏場の急激な室温上昇を抑制する。遮熱効果の高い高密度メッ
シュシートを新工法により取り付け、シートと屋根の間の空気層により熱伝導・対
流・輻射を低減させ、風の流れにより熱気を排出させる。

● 日本ワイドクロス株式
会社Webサイト
http://www.sunsunnet.
co.jp/roof/?&utm_sour
ce=toryou07&utm_medi
um=cpc

同左

E 製造業 日本電気株式
会社

土砂斜面崩壊
危険度のリアル
タイム・高精度
予測の開発・提
供

土中水分量を解析することで、土砂斜面の崩壊の危険度をリアルタイム・高精度
に算出できる新技術を開発した。土砂災害の危険性がある斜面を高精度に把握
することで、住民の避難時間や安全を従来以上に確保しながら、迅速な避難勧
告・指示の発信に貢献する。

● NEC Webサイト
http://jpn.nec.com/pre
ss/201504/20150413_
01.html

同左

詳細情報の有無
取組の種類

業種 概要・特徴 情報源（出典・URL等）企業名 取組名称
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商品開
発・販売

リスク管
理

その他
詳細情報の有無

取組の種類
業種 概要・特徴 情報源（出典・URL等）企業名 取組名称

E 製造業 日本電気株式
会社

ICTによる気候
変動対策支援
策の提供

気候変動の予測、気候変動による海面上昇・高潮被害、洪水対策、健康被害対
策、食料の安定供給、水資源の安定供給、生態系の保全等において、ICTを用い
た多様な気候変動対策支援策を用意。

● NEC Webサイト
http://jpn.nec.com/eco
/ja/climatechange/ada
ptation/solution.html

同左

E 製造業 日産自動車株
式会社

自社の調達・生
産過程における
自然災害リスク
への適応

サプライチェーンにおける供給リスクを最小限に抑えるため、大災害発生時のみ
ならず、日常的に起こるリスクに対し、事業継続計画（BCP）の策定と実行フォロー
を行っている。自然災害などのリスクやシングルソースのリスクを特定し、リスクエ
リアにあるサプライヤーやリスクの高い部品について、生産復旧の計画をサプライ
ヤーと策定するとともに、サプライチェーンの見える化等を行っている。

● 日産　Webサイト
http://www.nissan-
global.com/JP/DOCUM
ENT/PDF/SR/2015/RI
SKMGNT_J.pdf

同左

E 製造業 積水化学工業
株式会社

災害対応住宅
の販売

ゲリラ豪雨などの大規模な自然災害への対応を考慮した戸建て住宅向け「防災・
安心パッケージ」の販売。「飲料水貯留システム」、「サイフォン雨樋」、「オーバー
フローソケット」、「圧力開放フタ」、「耐震配管システム」の5つのアイテムから構成
され、生活に必要となる水廻りの面から、地震やゲリラ豪雨等の自然災害に備え
る。

● 積水化学 Webサイト
https://www.sekisui.co.
jp/news/2015/126361
9_23166.html

同左

E 製造業 積水化学工業
株式会社

気候変動による
事業リスクの明
確化・開示

積水化学グループが認識する、気候変動が当社事業にもたらすリスクを明確化
し、Webサイトにて開示している。
・気候変動を阻止・緩和するために各種の規制が設けられることによる、調達・製
造・設備・物流等のコスト上昇、等

● 積水化学Webサイト
https://www.sekisui.co.
jp/csr/eco/env_capital
/global_warming/index.
html

同左

E 製造業 スプレーイング
システムスジャ
パン株式会社

ミスト送風機の
販売

エアー搬送ファンに細冷ミストを噴霧するノズルを装備。強力送風ファンが同時噴
射するミストの気化熱効果を促進させ、広い範囲のミスト冷却 ・冷房、空調改善を
効率よく行なう。細冷ミストは、10 ～ 30 ミクロンの微細なミストで、屋外や半屋
外、開放部の広い場所の冷房に適し、気化熱の効果で条件により周囲の温度を2
～6℃下げるこ とが可能。

● スプレーイングシステム
スジャパン株式会社
Webサイト
http://www.spray.co.jp
/markets_and_applicatio
ns/jp_cooling_by_mist.as
px

同左

E 製造業 三和シヤッター
工業株式会社

浸水防止シャッ
ターの開発・販
売

防水機能がついた電動パネルシャッター。浸水高さ最大2mまで浸水可能で通常
時は管理用シャッターとして使用でき、地下鉄や地下街の出入口に使用する。

● 三和シヤッターWebサイ
ト
http://www.sanwa-
ss.co.jp/professional/p
roducts/water_proof/0
00561.html

同左

E 製造業 関西ペイント株
式会社

虫よけ塗装の開
発・販売

室内のビニールクロス壁面や塗装壁面に塗るだけで虫よけ効果を発揮する虫よ
け塗装を開発・販売。虫除け成分（ピレスロイド系薬剤）配合により、塗装面に虫
が止まることで（接触することで）、神経系に影響を与え（不快に感じて）、虫（ユス
リカ、ウンカ、チョウバエ等）が寄りつきにくくなる。

● 関西ペイントWebサイト
http://www.kansai.co.jp
/mushiyoke/

同左

E 製造業 株式会社日立
製作所

ITを活用した気
候変動対策の
提供

日立は、防衛分野での意思決定理論である「OODAループ」をオペレーション概念
として取り入れた防災・災害対応支援ソリューションの開発に取り組んでいる。
OODAループとは監視（Observe）、情勢判断（Orient）、意思決定（Decide）、行動
（Act）のサイクルを繰り返しながら、迅速かつ的確な意思決定を実現するという理
論であり、監視においては、地震計や河川水位計、監視カメラ、無人航空機、衛星
といった各種センサーから情報を迅速に収集し、異常を検知する。

● 日立製作所 Webサイト
http://www.hitachi.co.j
p/csr/business/social.
html

同左

E 製造業 株式会社東芝 雨水排水システ
ムの開発・提供

レーダ雨量計と地上雨量計で観測した降雨情報を組み合わせて突発的な集中豪
雨を把握し、ポンプ場への雨水流入量をリアルタイムに予測することで、適切なポ
ンプ運転を支援する。

● 東芝 Webサイト
https://www.toshiba.co
.jp/sis/environment/so
lution/s1/s1_03_01.htm

同左

E 製造業 株式会社イーエ
ス・ウォーター
ネット

屋根散水システ
ムの開発・販売

屋根散水システムはスプリンクラーで屋根にまいた水が蒸発する時に、屋根の表
面から熱を奪う（気化熱）ことを利用して、屋根の温度が上がるのを防ぐ暑熱対策
システムである。工場や体育館、倉庫、スーパーなどに設置されている。

● イーエス・ウォーター
ネットWebサイト
http://www.es-
waternet.co.jp/system/
detail?id=18

同左

E 製造業 オリンパス株式
会社

気候変動による
事業リスクの明
確化・開示

オリンパスが認識する、気候変動が当社事業にもたらすリスクを明確化し、Webサ
イトにて開示。
・台風や洪水などの頻発による原材料および部品の調達遅れ等のリスク等。

● オリンパスWebサイト
http://www.olympus.co.
jp/jp/csr/involvement/
management/globalwar
ming/

同左

E 製造業 味の素株式会
社

農産物高温障
害対応肥料の
開発・販売

気温上昇により農産物等植物において発生する可能性が高い、高温障害等への
耐性を高めるアミノ酸含有葉面散布材「AJIFOL®」の開発・販売。

● 平成２４年度非エネル
ギー起源温暖化対策
海外貢献事業（途上国
における適応対策への
我が国企業の貢献可
視化事業）報告書
https://www.nri.com/jp
/opinion/r_report/meti
/130614_1/130614_1_0
9.pdf

同左および以下味の素
Webサイト
http://www.ajinomoto.c
om/jp/presscenter/pre
ss/detail/2012_12_04.ht
ml
http://www.ahs.ajinomo
to.com/products/agli/a
jifol.html

E 製造業 アサヒグループ
ホールディング
ス株式会社

原料作物の産
地分散の実施

アサヒグループ製品の主要原料である麦芽などの農産物は、天候などによって収
量が大きく変動する。これを安定的に確保していくために、輸入原料が急増した
1980年代から、原料作物の産地分散をしている。たとえば麦芽では、北米・欧州・
豪州の3カ所から調達することで、自然災害や気候変動などによる作物不足のリ
スクを回避している。

● アサヒグループWebサ
イト
http://www.asahigroup
-
holdings.com/csr/gov/
risk.html

同左

G 情報通
信業

東日本電信電
話株式会社
（NTT東日本）

河川の水位監
視システムの開
発・提供

気象情報に加え、監視カメラにより、河川の状態をリアルタイムで河川管理者に対
して送信し、「統合型情報システム」により集中的に管理を行う「河川情報システ
ム」として提供している。

● NTT東日本Webサイト
http://www.ntt-
east.co.jp/business/sol
ution/river/overview.ht
ml?link_id=lnavri

同左

G 情報通
信業

株式会社NTTド
コモ

災害監視支援
サービスの提供

環境センターネットワークを活用した自治体向けの災害監視支援サービス「防災
テレメータサービス」の提供。「環境センサーネットワーク」は、全国の携帯電話基
地局など約4,000箇所に設置した環境センサーより気象データ（花粉、温湿度、風
向風速、降水量、雷）を観測・蓄積する情報基盤システム。「防災テレメータサービ
ス」は、環境センサーネットワークで観測した気象データに防災において重要な河
川水位や遠隔画像などの観測機能、情報管理者向けの表示・分析機能を新たに
加えた、自治体や企業向けのパッケージサービス。すでに観測を行っている周辺
の気象情報に加え、新たな観測点の設置、情報分析のソフトウェアなどにより、近
年の気候変動に伴い急増するゲリラ豪雨など局地的に発生する大雨や河川氾
濫、さらに津波などの前兆観測にも対応し、従来の防災機能を高度化しうる新た
な情報基盤の構築を支援する。

● NTTドコモWebサイト
https://www.nttdocom
o.co.jp/info/news_relea
se/2012/11/30_01.htm
l

同左
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取組の種類
業種 概要・特徴 情報源（出典・URL等）企業名 取組名称

G 情報通
信業

防災科学技術
研究所、日本気
象協会

豪雨予測手法
の開発・実験

防災科研は日本気象協会と共同で、Xバンド二重偏波レーダーで積乱雲に含まれ
る大気上層までの水分量の合計を求め雨粒の落下速度をもとに豪雨を予測する
手法を開発した。1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る約10分前に、2000人に電
子メールで知らせる実験を始めた。

● 日本経済新聞新聞、
2015.7.6

-

G 情報通
信業

株式会社富士
通エフサス

河川の水位監
視システムの開
発・提供

富士通エフサスは、国土交通省の管轄だった河川と比べ、整備の遅れが目立って
いた中小河川でも利用しやすい簡易なシステムを構築した。さいたま県土整備事
務所に河川監視システムを納入した。監視装置はカメラと太陽光パネル、キャリア
回線と接続する通信装置からなる。常時河川の映像を事務所に設置したサー
バーへと送信し、携帯端末から周囲の状況を閲覧できる。既存の水位計と接続し
て、河川の水位が規定値を超えた際には職員にメールで通知する仕組みも備え
る。

● 日経産業新聞、
2015.5.21

富士通エフサスWebサ
イト
http://www.fujitsu.com
/jp/group/fsas/resourc
es/news/press-
releases/2015/0521.ht
ml

G 情報通
信業

日本ユニシス株
式会社

河川の水位監
視システムの開
発・提供

日本気象協会と連携して、クラウドで河川の水位を監視するシステムを開発した。
河川やアンダーパスなどにカメラを設置し、定期的に観測状況を取得し、災害を監
視する。観測状況の画像は、携帯通信網（3G回線およびWiMAX回線）を介して、
データセンターに送信されるため、監視センターなどで管理できる。さらに、水位計
や雨量計などの計測器と連携すれば、設定された閾値を元にした災害予見が可
能となる。

● 日本ユニシスWebサイト
http://www.unisys.co.jp
/news/nr_130902_sai_c
amera_zero.html

同左

G 情報通
信業

京都大学、日本
気象協会

豪雨予測手法
の開発・実験

京大防災研究所は日本気象協会などと協力し、1時間に50ミリメートル以上の非
常に激しい雨を降らせそうなゲリラ豪雨の「卵」を豪雨の10分前までにとらえ、危
険度や雨の強さを知らせる技術を開発した。情報は1分ごとに更新し、積乱雲の急
変に対応できる。これまでの試験で的中率は7〜8割に達した。近畿圏の希望する
自治体に近く情報提供を始める。

● 日本経済新聞新聞、
2015.7.6

-

G 情報通
信業

株式会社デザイ
ンファクトリー/
一般財団法人
日本気象協会

熱中症計の販
売

携帯型熱中症計の開発・販売等（一般財団法人日本気象協会監修）。 ● 株式会社デザインファ
クトリーWebサイト
http://www.necchu-
sho.com/product/heat
stroke.html

同左

G 情報通
信業

株式会社ハレッ
クス

農業用高精度
気象予報システ
ムの開発・提供

農業用高精度気象予報システムの開発・活用により農作業の効率化・気象リスク
軽減を図る。72時間あるいは1週間先までの圃場毎に詳細な気象情報を提供し、
異常高温等の気象リスクをアラートメールで発信する。圃場毎の積算降水量や気
温をグラフ表示する。

● ハレックス Webサイト
http://www.halex.co.jp/
wp-
content/uploads/2014
/06/4e60b2d1355ac9f
713290a7aa7127249.pd
f

同左

G 情報通
信業

株式会社NTT
データ

河川の水位監
視システムの開
発・提供

河川監視情報システム：河川の状況をリアルタイムに映像や水位センサ情報とし
て収集・配信することにより、防災時の初動活動、復旧活動を支援すると共に市民
の迅速な避難活動に必要な情報を収集する。

● NTTデータWebサイト
http://www.imagesoluti
on.jp/kasen/

同左

G 情報通
信業

ウェザーニュー
ズ

ゲリラ雷雨の発
生予測、情報提
供

“ゲリラ雷雨”の発生を事前に通知するサービス『スマートアラーム（ゲリラ雷雨
モード）』を開始。『スマートアラーム（ゲリラ雷雨モード）』は、“ゲリラ雷雨”の発生
前に現在地に合わせてその危険性を通知するサービスで、2012年は全国で2799
回発生した“ゲリラ雷雨”のうち90%以上の確率で事前に予測し、平均56分前まで
に情報を提供することに成功したゲリラ雷雨の発生を事前知ることができるピンポ
イント通知サービス。

● ウェザーニューズWeb
サイト
http://weathernews.co
m/ja/nc/press/2013/1
30802.html

同左

H 運輸業,
郵便業

東日本旅客鉄
道株式会社

鉄道における自
然災害に対する
ハード・ソフト対
策の実施

鉄道防災を取り巻く環境と、災害に強い鉄道をめざしてJR東日本防災研究所で取
組んできた研究成果と現在取組んでいる研究について紹介。気候変動に関しては
特に、大雨、雪（雪崩、融雪災害）、強風・突風に関する取り組みについてまとめら
れている。

● JR東日本Webサイト
https://www.jreast.co.j
p/development/tech/p
df_45/Tech-45-07-
12.pdf

同左

H 運輸業,
郵便業

株式会社商船
三井

北極海に定期
航路を開設

北極海の氷が溶けると、船が年間を通じて航行できるようになる。それをにらんで
商船三井がロシア北部と欧州、日本を結ぶ定期航路を開くと発表した。2018年か
らロシア・ヤマル半島のLNG開発プロジェクト向けに運航する。

● 日本経済新聞新聞、
2014.10.16

http://www.mol.co.jp/pr
/2014/14042.html

I 卸売業,
小売業

帝人フロンティ
ア株式会社

防虫加工合成
繊維の開発・販
売

帝人フロンティアは、アース製薬と共同開発した、繊維に虫を寄せつけない特殊な
加工を施した防虫加工の合成繊維素材「スコーロン」を販売している。高い防虫機
能・洗濯耐久性に加え、UVカット機能をプラスした画期的な防虫素材である。

● 帝人 Webサイト
http://www2.teijin-
frontier.com/sozai/spe
cifics/scoron.html

同左

I 卸売業,
小売業

株式会社エヌ・
エス・ピー

空調服の販売 「空調服」とは服に付いた小型ファンで、服の中に外気を取り入れ、体の表面に大
量の風を流すことにより、汗を気化させて、涼しく快適に過ごすための商品。工場
や屋外作業などエアコンの使用できないような環境でも、快適に過ごせるようにな
る。

● エヌ・エス・ピーWebサイ
ト
http://www.nsp-
kuchofuku.jp/

同左

J 金融業,
保険業

損保ジャパン日
本興亜リスクマ
ネジメント株式
会社

洪水リスク評価
の精度向上

京都大防災研究所と共同開発した評価手法の精度について、５月から大幅に上
げた。評価対象の河川を従来の三大都市圏７水系から全国１０９水系へ一挙に拡
大。同時に、複数の降雨シナリオに基づき浸水状況を予測できるようにした。料率
の設定など商品開発に生かすほか、リスクコンサルサービスの中で展開する。

● 産経新聞、2015.6.14 -

J金融業,
保険業

損保ジャパン日
本興亜株式会
社

天候保険事業
の拡大

東南アジアで農業向けに、悪天候で収益が減少するリスクを避ける天候インデッ
クス保険事業を拡大する。販売中のタイとフィリピンに加え、2018年までにミャン
マーとインドネシアで始める計画。タイでの「天候インデックス保険」は、稲作農家
の干ばつ被害の軽減を目的として、タイ気象庁が発表する累積降水量が一定値
を下回った場合に一定の保険金を支払う商品である。

● 損保ジャパン Webサイ
ト
http://www.sjnk.co.jp/
csr/management/prod
uct/world/

同左および損保ジャパ
ンホールディングス
Webサイト
http://www.sompo-
hd.com/~/media/hd/file
s/news/2015/2015073
1 1 pdf

L 学術研
究，専門・
技術サー
ビス業

株式会社バイオ
メディカル研究
所

デング熱の簡易
検査技術の開
発

デング熱の簡易検査技術の開発および安価で迅速な検査キットの販売。 ● バイオメディカル研究所
Webサイト
http://bmri.co.jp/

同左

R サービス
業（他に分
類されない
もの）

綜合警備保障
株式会社

有害鳥獣捕獲
わな監視装置
の開発・販売

シカ・イノシシ・サルなどの野生鳥獣による農作物被害が深刻化・広域化するなか
で、野生鳥獣を捕獲するための「わな」の設置が全国的に進んでいるが、見回りや
捕獲の際の作業負担が大きいため、効率的な運用が課題の一つとなっている。Ａ
ＬＳＯＫは、「有害鳥獣捕獲わなの監視装置」の取り扱いを開始した。本装置は、
わなが作動すると自動起動してメールを送信し、管理者にわなが作動したことを
知らせる。管理者がわなの作動状況を把握できるため、わなの見回りにかかる労
力の低減や稼働率の向上が期待できる。

● ALSOK Webサイト
http://www.alsok.co.jp/
company/news/news_r
elease_details.htm?alpc_
news.news_detail[id]=23
95

同左

R サービス
業（他に分
類されない
もの）

株式会社構造
計画研究所

河川の氾濫シ
ミュレーションの
開発・提供

洪水時の河川流況（水面変化）をシミュレーションによりサポートする。 ● 構造計画研究所
http://www4.kke.co.jp/
kaiseki/service/civil/ci
vil_06.html

同左

R サービス
業（他に分
類されない
もの）

応用地質株式
会社

土砂崩れの遠
隔監視システム
の開発・提供

i-SENSOR(intelligent-SENSOR)は、NTTドコモのパケット通信サービス FOMAを用
いて、現場観測データを送信する、データ収録装置、データ通信機能が一体と
なったセンサであり、現場観測データをE-mailにて指定した携帯端末配信すること
ができる。

● 応用地質Webサイト
http://www.i-
sensor.com/case.html

同左
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R サービス
業（他に分
類されない
もの）

応用技術株式
会社

河川の氾濫シ
ミュレーションの
開発・提供

都市計画図や航空測量、数値地図を使用して流域をモデル化する。水文データ
の収集、降雨強度曲線の作成、流出解析等を行う。既存の工事実施計画や河川
整備計画等に準じて流下能力を求め、破堤点・溢水点を設定する。流域の排水設
備、樋門・ポンプ操作等をモデル化する。設定したデータを元に氾濫解析を行う。

● 応用技術Webサイト
http://www.apptec.co.j
p/service/hanran.html

同左

R サービス
業（他に分
類されない
もの）

エコモット株式
会社

災害の事前監
視/計測システ
ムの開発・提供

集中豪雨や豪雪などの災害を、事前の監視／計測によって迅速に察知するため
のクラウド防災ソリューションを提供する。電源や通信回線が整備されていないエ
リア、アクセスの困難な山間地での単独稼働を想定し、長期間メンテナンスが不要
なハイブリッド電源と、LTE／3G／衛星通信の通信方式に対応した観測システム
である。

● メンテナンス・レジリエ
ンスTOKYO2015 Web
サイト
https://www.exhibitor-
info.jp/maintenance201
5/detail.html?id=9

-
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