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1. 支援事業の基本事項 

1.1. 支援の目的 

近年、強い台風やハリケーン、集中豪雨、干ばつや熱波などの異常気象による災害が世界各地

で発生し、甚大な被害を引き起こしていることが毎年のように報告されている。我が国において

も、平成 25 年夏の記録的な猛暑、平成 26 年 8 月の広島市における観測史上最高の降水量とそれ

に伴って発生した土砂災害等による大きな被害、さらに、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による甚

大な浸水被害等が生じたことは、記憶に新しい。 

気候変動による政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書において、すでに気候変動は自然及

び人間社会に影響を与えており、今後、温暖化の程度が増大すると、深刻で広範囲にわたる不可

逆的な影響が生じる可能性が高まること、また、将来、温室効果ガスの排出量がどのようなシナ

リオをとったとしても、世界の平均気温は上昇し、21 世紀末に向けて気候変動の影響のリスクが

高くなることが予測されている。 

このため、気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけ

ではなく、すでに現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めること

が求められている。 

我が国においても、これまでに気候変動及びその影響に関する観測・監視や予測・評価、調査

研究等が進められてきた。これらの科学的知見を活用し、政府の適応計画策定に向けて、中央環

境審議会において、幅広い分野の専門家の参加の下、気候変動の影響の評価が行われ、平成 27 年

3 月に「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」として環

境大臣に意見具申がなされた。 

この意見具申に示された気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、全体で整合のと

れた取組を計画的かつ総合的に推進するため、平成 27 年 11 月 27 日、目指すべき社会の姿等の基

本的な方針、基本的な進め方、分野別施策の基本的方向、基盤的・国際的施策を定めた、政府と

して初の「気候変動の影響への適応計画」（以下「国の適応計画」と言う）が閣議決定された。 

国の適応計画では、基本戦略の一つに「地域での適応の推進」を掲げ、地方公共団体における

気候変動影響評価や適応計画策定、普及啓発等への協力等を通じ、地域における適応の取組の促

進を図る、としている。気候変動の影響の内容や規模、及びそれに対する脆弱性は、影響を受け

る側の気候条件、地理的条件、社会的条件等の地域特性によって大きく異なり、早急に対応を要

する分野等も地域特性により異なる。また、適応を契機として、各地域がそれぞれの特徴を活か

した新たな社会の創生につなげていく視点も重要である。したがって、その影響に対して講じら

れる適応策は、地域の特性を踏まえるとともに、地域の現場において主体的に検討し、取り組む

ことが重要となる。 

本支援事業は、地方公共団体に対して、気候変動影響評価の実施や適応計画の策定に必要な情

報等の提供を行うとともに、地方公共団体における適応計画の策定手順や課題等を整理すること

により、他の地方公共団体での取組に活用することを目的として実施した。 

本報告書では、支援事業の対象団体として選定された 11 団体のうち、三重県に対して実施した

支援の内容をとりまとめたものである。 
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1.2. 支援の項目 

三重県においては、以下の項目の支援を実施した。 

 

表 1.2.1.1 支援の項目 
項目 支援の有無 概要 

気候変動
影響評価 

気候の観測の情報
整理 

○  津地方気象台との連携による気候の最新の観測情
報の入手を支援した。 

気候の将来予測の
情報整理 

○  津地方気象台との連携による気候の将来予測の情
報の入手を支援した。 

 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」（平成 22～25 年度）
の成果である簡易推計ツールを用いた気候予測の
情報をグラフ等の形に整理して提供した。 

影響の現在の状況
の情報整理 

○  既存文献から現時点で気候変動による影響として、
その可能性が示唆される事象を整理して提供した。 

 平成 24 年度実施の県内の影響情報のとりまとめ
を、最新知見を踏まえた内容に更新した。 

影響の将来予測の
情報整理 

○  既存文献から将来予測される影響を整理して提供
した。 

 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」（平成 22～25 年度）
の成果である簡易推計ツールを用いた予測結果を
マップ等の形に整理して提供するとともに、庁内関
係部局から挙げられた質問に対し、有識者からの助
言・回答を得て随時県に報告した。 

その他 － － 
適応計画
策定 

適応の考え方の整
理 

－ － 

適応策の立案 － － 
その他 － － 

その他 庁内調整の支援 ○  三重県気候変動影響評価・適応検討会議への同席・
資料作成補助・資料説明・要旨作成を行った。 

有識者の紹介等 ○  三重県報告書作成にあたり S-8 研究に係る記載内
容について、有識者を紹介し、情報提供・指導を受
けた。 

事例等の提供 ○  国内・海外の国・自治体の適応計画の事例、文部科
学省の研究プログラムの研究成果発表内容、国の適
応計画の適応策一覧等を整理して提供した。 

普及啓発・情報共有
等の支援 

－ － 

その他 － － 
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また、三重県との協議等を以下のとおり実施した。 

表 1.2.1.2 協議等の概要 
回 日時・場所 議事概要 備考 

第 1 回 平成 27 年 6 月 3 日 
（於：三重県庁 8 階 
会議室） 

 本事業の趣旨説明 
 三重県説明 

 三重県のこれまでの取り組み 
 平成 27 年度の取り組み予定 
 支援を希望する内容 

 支援内容の要確認点 
 その他 

 津地方気象台との連携 

環境省、津地方
気象台が参加。 

第 2 回 平成 27 年 7 月 28 日 
（於：三重県庁 8 階 
会議室） 

 地方気象台からの気象情報の提供 
 三重県の取り組みに関する進捗状況 
 影響情報の整理に関する進捗状況 
 今後の予定 

津地方気象台
が参加。 

第 3 回 平成 27 年 8 月 25 日 
（於：JA 三重県保会
館 中研修室） 

【第 1 回三重県気候変動影響評価・適応検討会議】 
1. 開会 
2. 開催概要の説明 
3. 講義 
（1） 三重県の気候変化と地球温暖化 

（津地方気象台 太田弘彦氏） 
（2） 三重県における気候変動影響 

（国立環境研究所 肱岡靖明氏） 
（3） 温暖化と土砂災害、必要と考えられる対策 

（三重大学 山田孝氏） 
（4） 気候変動から守る適応策の動向について 

（法政大学 田中充氏） 
4. 意見交換 
5. 今後の予定 
6. 閉会 

検討会議への
参加。 

平成 27 年 9 月 1 日 
（於：パシフィックコ
ンサルタンツ株式会
社会議室（都内）） 

 今年度のアウトプットその先の展開について 
 次回の庁内の検討会議における議題、資料準備 

検討会議のフ
ォローアップ 

第 4 回 平成 27 年 10 月 9 日 
（於：パシフィックコ
ンサルタンツ株式会
社会議室（都内）） 

 今年度のアウトプットその先の展開について 
 次回の庁内の検討会議における議題、資料準備 

 

平成 27 年 10 月 16 日 
（於：国立環境研究所
社会環境システム研
究センター環境都市
システム研究室） 

 S-8 の影響予測結果の説明資料 
 

肱岡靖明室長
に指導を頂く。 

第 5 回 平成 27 年 12 月 27 日 
（於：JA 三重県保会
館 中研修室） 

【第 2 回三重県気候変動影響評価・適応検討会議】 
1. 開会 
2. 国際社会の動向と国の適応計画について 
3. 「三重県の気候変動影響と適応のあり方につい

て」報告書（中間案）について 
4. 今後のスケジュール 
5. 閉会 

 

第 6 回 平成 28 年 2 月 8 日 
（於：三重県吉田山会
館 3 階会議室） 

 報告書のとりまとめ状況 
 他自治体の状況の紹介及びインタビュー調査 
 その他 

 

※有識者へのインタビュー、事業者へのヒアリング等の支援対応は、2.3 その他を参照。 
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2. 支援の結果 

2.1. 気候変動影響評価 

気候変動影響評価に必要となる気候の観測・将来予測の情報、影響の現在の状況・将来予測の

情報を収集・整理し、提供した。 

 

2.1.1. 気候の観測の情報整理 

三重県内における気候の観測の情報について、津地方気象台より情報の提供を受けた。なお、

以下に記載の内容は、「第 1 回三重県気候変動影響評価・適応検討会議」における講演資料を基

本としている。 

 

(1) 気温の変化 

① 津における年平均気温の長期変化 

年平均気温は、長期的に有意な上昇傾向を示しており、津市で 100 年あたり 1.58℃上昇し

ている。 

 

 
図 2.1.1.1 津における年平均気温の長期変化 

出典：津地方気象台提供資料 
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② 津における最高・最低気温の長期変化 

 最高気温、最低気温共に長期的に有意な上昇傾向を示しており、最高気温は 100 年あたり

0.94℃上昇し、最低気温は 100 年あたり 2.11℃上昇している。 

 最低気温の上昇が大きいのは夜間の放射冷却が阻害される影響と考えられ、温暖化に加え

て都市化の影響も含まれている可能性がある。 

 

 
図 2.1.1.3 津における最低気温の長期変化 

出典：津地方気象台提供資料 

 

③ 津における熱帯夜と冬日の長期変化 

熱帯夜（日最低気温 25℃以上）は 50 年あたり約 19 日（18.8 日）増加し、冬日（日最低気

温 0℃未満）は 50 年あたり約 27 日（26.7 日）減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1.5 津における冬日の長期変化 
出典：津地方気象台提供資料 

 

図 2.1.1.2 津における最高気温の長期変化 

図 2.1.1.4 津における熱帯夜の長期変化 



 6 

④ 津における真夏日、猛暑日の経年変化 

真夏日（日最高気温 30℃以上）は 50 年あたり約 9 日（9.4 日）増加している。 

猛暑日（日最高気温 35℃以上）は 50 年あたり約 6 日（5.6 日）増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.1.1.7 津における猛暑日の経年変化 

出典：津地方気象台提供資料 

 

図 2.1.1.6 津における真夏日の経年変化 
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(2) 降水の変化 

① 津における降水量の長期変化 

長期的に有意な減少傾向を示しており、100 年あたり 213mm 減少している。なお、尾鷲市

については有意な変化傾向は見られない。 
 
 

 
図 2.1.1.8 津における降水量の長期変化  

出典：津地方気象台提供資料 

 

 

② 1 時間降水量 50 mm 以上の年間観測回数 

 三重県内の１時間降水量（毎正時における前 1 時間降水量）50 mm 以上の年間観測回数は、

年ごとの変動が大きく、台風が三重県近傍を通過している年に多くなっている。 
 

統計期間（1979～2014 年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1.1.9 三重県内の 1 時間降水量 50 mm 以上の年間観測回数（20 地点あたり） 
出典：津地方気象台提供資料 

統計期間（1890～2014 年） 
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2.1.2. 気候の将来予測の情報整理 

 日本国内の地域レベルで、気候の将来予測について参照しうる主な情報として以下がある。 

 地球温暖化予測情報第 8 巻（気象庁、平成 25 年）に基づく予測結果 

「地球温暖化予測情報第 8 巻」（気象庁、平成 25 年）に基づく気候予測の結果であり、IPCC

の温室効果ガス排出シナリオ A1B を用いた非静力学地域気候モデルによるものである。すな

わち、1 つのモデル・1 つのシナリオのみによる予測結果であり、これのみでは不確実性の幅

を示すことはできない。 

 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」に基づく予

測結果 

 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」（平成 22

～25 年度）（以下「S-8 研究」と言う）の成果の一つである簡易推計ツールの前提となってい

る気候予測であり、4 つのモデル・3 つのシナリオを用いているため、予測の不確実性の幅を

示すことができる。 

 21 世紀末における日本の気候（環境省・気象庁） 

 環境省・気象庁が、RCP2.6 シナリオ、RCP4.5 シナリオ、RCP6.0 シナリオ、RCP8.5 シナリ

オを用い、予測計算を行ったもので、モデル計算をする上での条件設定を変え、RCP8.5 で 9

ケース、残りの 3 つのシナリオで 3 ケース、計 18 ケースの予測結果を示している。地域区分

は 7 地域区分（北日本日本海側、北日本太平洋側、東日本日本海側、東日本太平洋側、西日本

日本海側、西日本太平洋側、沖縄・奄美）までとなっている。 

 

ここでは、三重県における気候の将来予測の情報について、津地方気象台より情報の提供を受

けた気候予測を示すとともに、「2.1.4 影響の将来予測の情報整理」において提示する S-8 研究

の影響予測結果との一貫性に留意し、S-8 研究の簡易推計ツールの前提となっている気候予測につ

いても併せて示す。 
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(1) 気温の変化 

① 三重県における平均気温の将来予測 

2076 年から 2095 年の平均気温は現在気候から約 3℃上昇すると見込まれる。 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

(2) 降水の変化 

① 三重県における降水量の将来予測 

2076 年から 2095 年の年降水量は、1980～1999 年と比べて約 200 mm 増加すると予測され

ている。季節で比べると夏や冬に増加すると予測されている。 
 

  
 
 
 

 

図 2.1.2.1 三重県における平均気温の将来予測 
出典：地方共同研究「地域に密着した詳細な気候変動予測情

報提供に関する研究」成果報告書（東京管区気象台） 

図 2.1.2.2 三重県の年平均気温の変化 
※ 棒グラフの赤は将来と現在の差 
※ 棒グラフの青は近未来と現在の差 
※ 縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差 
（左：現在、中：近未来、右：将来） 

出典：地方共同研究「地域に密着した詳細な気候変動予測

情報提供に関する研究」成果報告書（東京管区気象台） 

図 2.1.2.3 三重県における降水量の将来予測 
出典：地方共同研究「地域に密着した詳細な気候変動予測

情報提供に関する研究」成果報告書（東京管区気象台） 

図 2.1.2.4 三重県の年降水量の変化 
※ 棒グラフの赤は将来と現在の差 

※ 縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差 

（左：現在、右：将来） 

出典：地方共同研究「地域に密着した詳細な気候変動予測

情報提供に関する研究」成果報告書（東京管区気象台） 
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② 三重県における 1 時間 50mm 以上の将来予測 

将来気候では東海地方で夏を中心に増加傾向が大きい。（亜熱帯高気圧の強まりにより南

～南西斜面での地形性降水の増加） 

また、三重県でも南部を中心に夏の増加傾向が大きく、現在気候に比べて約 0.7 回増加す

ると予測されている。 

 

 
図 2.1.2.6 三重県の１時間降水量 

50 mm 以上の回数 
※ 棒グラフの赤は将来、青は近未来、灰色は現在 

※ 縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差 

出典：地方共同研究「地域に密着した詳細な気候変動予

測情報提供に関する研究」成果報告書（東京管区気象台） 

 

 

(3) S-8 研究の簡易推計ツールの前提となっている気候予測 

① S-8 研究成果を活用した気候変動影響予測の概要 

「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」（平成 22

～26 年度）（以下、S-8 研究）において作成された気候変動影響評価結果のうち、三重県に関

するデータから、気候変動による三重県への影響予測を分析した。これらの影響予測の分析に

おいては、本資料最後の別表にある S-8 研究の各影響指標項目の研究参画・協力者に指導・資

料提供をいただいた。 

 

 

 図 2.1.2.5 三重県における 1 時間 50mm 以上

の将来予測 
出典：地方共同研究「地域に密着した詳細な気候変動予

測情報提供に関する研究」成果報告書（東京管区気象台） 
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ア) RCP シナリオ 

RCP シナリオは大気中の温室効果ガス濃度を設定した放射強制力になるようにしたもので、

RCP8.5 シナリオ（高位参照シナリオ）、RCP6.0 シナリオ（高位安定化シナリオ）、RCP4.5 シ

ナリオ（中位安定化シナリオ）、RCP2.6 シナリオ（低位安定化シナリオ）と呼ばれるシナリ

オがある。 

RCP2.6 シナリオは、将来の気温上昇を 2℃未満に抑えるという目標のもとに設定された、最

も厳しい温室効果ガス排出削減対策を取った場合のシナリオ、RCP8.5 シナリオは厳しい温室

効果ガス排出削減対策を取らなかった場合のシナリオであることを意味する。 

 

表 2.1.2.1 RCP シナリオの概要 

名称 産業革命以前と比較した 
放射強制力の目安 

2100 年における各種の温室効果ガス
濃度（二酸化炭素濃度に換算） 濃度の推移 

RCP2.6 シナリオ 
（低位安定化シナリオ） 

2100年以前に約3Ｗ/㎡で
ピーク、その後減少、2100
年頃に約 2.6w/㎡ 

2100 年以前に約 490ppm でピーク、
その後減少 ピーク後減少 

RCP4.5 シナリオ 
（中位安定化シナリオ） 

2100 年以降 4.5Ｗ/㎡で安
定化 約 650ppm(2100 年以後安定化) 安定化 

RCP6.0 シナリオ 
（高位安定化シナリオ） 

2010 年以降約 6.0Ｗ/㎡で
安定的 約 850ppm(2100 年以後安定化） 安定化 

RCP8.5 シナリオ 
（高位参照シナリオ） 

2100 年において 8.5Ｗ/㎡
を超える 約 1,370ppm を超える 上昇が続く 

※中央環境審議会（2015）をもとに作成 

 
イ) 予測方法 

S-8 研究では、1981～2000 年の気候を「現在」として、「21 世紀半ば」（2031～2050 年）

と「21 世紀末」（2080～2100 年）の気候を RCP シナリオ 2 別に予測をしている。また、気

候モデルは表 2.1.2.2にある 4 つのモデルを選択している。 

 

表 2.1.2.2 4 つの気候モデルの特徴 
気候モデル 開発機関 特徴 

MIROC5 東京大学／国立研究開発法人

国立環境研究所／国立研究開

発法人海洋研究開発機構 

日本の研究機関が開発したモデルであ

り、これらを利用して日本を含むアジア

の気候やモンスーン、梅雨前線等の再現

性や将来変化の研究が実施されている。 MRI-CGCM3.0 気象庁気象研究所 
GFDL CM3 米国 NOAA 地球物理流体力学

研究所 
20 世紀の気候の再現性の高いモデルに

MIROC5 と MRI-CGCM3.0 を加えた 19
のモデルで、日本周辺の年平均気温と

降水量の変化の傾向を確認し、そのば

らつきの幅を捉えられるように選ば

れたモデル。 

HadGEM2-ES 英国気象庁ハドレーセンター 
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② Ｓ-８研究による三重県の気候変化予測 

ア) 予測方法 

S-8 研究では、1981～2000 年の気候を「現在」として、「21 世紀半ば」（2031～2050 年）

と「21 世紀末」（2080～2100 年）の都道府県別の予測情報を提供している。これを活用して、

RCP2.6 シナリオと RCP8.5 シナリオの 2 つのケースについて、気候モデル別に予測結果を示

すこととした。 

 

イ) 予測結果 

S-8 研究による、三重県の気候変化予測の結果は、以下のとおりになっている。なお、予測

結果の解釈に際しては、S-8 研究課題担当の国立環境研究所社会環境システムセンター 肱岡 

靖明室長より情報提供・助言を得ている。 

 

A) 年平均気温 

 「現在」の気候とした 1981～2000 年の年平均気温は、13.7℃である。 

 RCP2.6 シナリオの場合、年平均気温は、「21 世紀半ば」では 0.6～2.5℃、「21 世紀末」で

は 1.0～2.8℃、それぞれ「現在」と比べて上昇すると予測されている。 

 RCP8.5 シナリオの場合、年平均気温は、「21 世紀半ば」では、1.0～2.9℃、「21 世紀末」

では、3.5～6.4℃、それぞれ上昇し、最も高くなる予測（GFDL CM3 モデル）では、20.1℃

になると予測されている。 

 「現在」の年平均気温は沿岸域で高いことから、将来の年平均気温も沿岸域で高くなると

予測されている。 

 「21 世紀半ば」と「21 世紀末」における年平均気温上昇量を分布図にすると、県内の気温

上昇は、気候モデル・RCP シナリオによる違いはあるが、地域差は明確でなく県内全域で

上昇すると予測されている。 

 

表 2.1.2.3 三重県の年平均気温の将来予測 
 2031～2050 年 2081～2100 年 

RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 

気候モデル MI MR G H MI MR G H MI MR G H MI MR G H 

年平均気温変化 
     （℃） 0.6 1.6 2.5 1.9 2.0 1.0 2.9 2.2 1.0 1.8 2.8 1.8 4.3 3.5 6.4 5.5 

年平均気温(℃） 14.2 15.3 16.2 15.6 15.7 14.7 16.6 15.9 14.7 15.5 16.5 15.5 18.0 17.2 20.1 19.2 

※ MI:MIROC5, MR:MRI-CGCM3.0, G:GFDL CM3, H:HadGEM2-ES 
※ 年平均気温変化：「現在」を基準として上昇する温度 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 
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図 2.1.2.7 三重県の年平均気温の将来予測 左：RCP2.6 右：RCP8.5 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

 

図 2.1.2.8 三重県の年平均気温分布図 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ（1km×1km）データ 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 
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図 2.1.2.9 三重県における年平均気温上昇分布図 

※ 「現在」を基準とした上昇温度 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ（1 km×1 km）データ 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

 

（現在の図なし） 

単位℃ 
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B) 年降水量 

 「現在」の気候とした 1981～2000 年の年降水量は、2,140 mm である。 

 RCP2.6 シナリオの場合、年降水量は、「21 世紀半ば」では 2～12％、「21 世紀末」では 6

～14％、それぞれ「現在」と比べて増加すると予測されている。 

 RCP8.5 シナリオの場合、年降水量は、「21 世紀半ば」では 5～11％、「21 世紀末」では 7

～15％、それぞれ「現在」と比べて増加し、「21 世紀末」の年降水量は、最も増加する予

測（GFDL CM3 モデル）で、2,459 mm になると予測されている。 

 「現在」の年降水量と比べた変化率を分布図にすると、一部の地域では年降水量が減少す

ると予測している気候モデルもあるが、地域差は明確でなく県内全域で年降水量が増加す

ると予測されている。 

 

表 2.1.2.4 三重県の年平均気温の将来予測 
 2031～2050 年 2081～2100 年 

RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 

気候モデル MI MR G H MI MR G H MI MR G H MI MR G H 

年降水量変化率 1.03 1.02 1.11 1.12 1.05 1.08 1.11 1.07 1.09 1.09 1.14 1.06 1.07 1.11 1.15 1.07 

年降水量 
(㎜／年) 2,207 2,195 2,376 2,399 2,247 2,309 2,383 2,295 2,322 2,321 2,444 2,277 2,294 2,373 2,459 2,279 

※ MI:MIROC5, MR:MRI-CGCM3.0, G:GFDL CM3, H:HadGEM2-ES 
※ 年平均気温変化：「現在」を基準として上昇する温度 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2.10 三重県の年降水量の将来予測 左：RCP2.6 右：RCP8.5 
※S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 
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図 2.1.2.11 三重県における年降水量変化率分布図 

※ 「現在」を基準とした変化比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ（1 km×1 km）データ 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

 

（現在の図はなし） 
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2.1.3. 影響の現在の状況の情報整理 

三重県内において、現時点で気候変動による影響として、その可能性が示唆される事象を、国

の「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）」

の「分野・項目の分類体系」に基づき整理した。 

参考とした資料は、森林・林業統計書等の行政資料や三重県の諸研究機関の調査研究報告、論

文等である。気候変動の影響と明確に特定できないが、その影響が一要因である可能性が示唆さ

れる諸資料も含めた。基本的には参照資料の本文をそのまま引用したが、一部文意を変えない形

で修正を加えた。 

なお、以下の情報等を参考に、三重県では関係課や県内研究機関等のご意見等を含め、再整理

が行われている。 

 

【国の意見具申における「現在の状況」】 

分野・項目の分類体系 

分野 大項目 小項目 コード番号 

農業・林業・水産業 農業 水稲 1111～ 

野菜 1121～ 

果樹 1131～ 

麦、大豆、飼料作物等 1141～ 

畜産 1151～ 

病害虫・雑草 1161～ 

農業生産基盤 1171～ 

林業 木材生産（人工林等） 1211～ 

特用林産物（きのこ類等） 1221～ 

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生態） 1311～ 

増養殖等 1321～ 

水環境・水資源 水環境 湖沼・ダム湖 2111～ 

河川 2121～ 

沿岸域及び閉鎖性海域 2131～ 

水資源 水供給（地表水） 2211～ 

水供給（地下水） 2221～ 

水需要 2231～ 

自然生態系 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸域生態系 高山帯・亜高山帯 3111～ 

自然林・二次林 3121～ 

里地・里山生態系 3131～ 

人工林 3141～ 

野生鳥獣の影響 3151～ 

物質収支 3161～ 

淡水生態系 湖沼 3211～ 

河川 3221～ 

湿原 3231～ 
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分野 大項目 小項目 コード番号 

自然生態系 沿岸生態系 亜熱帯 3311～ 

温帯・亜寒帯 3321～ 

海洋生態系  3411～ 

生物季節  3511～ 

分布・個体群の変動  3611～ 

自然災害・沿岸域 河川 洪水 4111～ 

内水 4121～ 

沿岸 海面上昇 4211～ 

高潮・高波 4221～ 

海岸侵食 4231～ 

山地 土石流・地すべり等 4311～ 

その他 強風等 4411～ 

健康 

 

冬季の温暖化 冬季死亡率 5111～ 

暑熱 死亡リスク 5211～ 

熱中症 5221～ 

感染症 水系・食品媒介性感染症 5311～ 

節足動物媒介感染症 5321～ 

その他の感染症 5331～ 

その他  5411～ 

産業・経済活動 製造業  6111～ 

エネルギー エネルギー需給 6211～ 

商業  6311～ 

金融・保険  6411～ 

観光業 レジャー 6511～ 

建設業  6611～ 

医療  6711～ 

その他 その他（海外影響等） 6811～ 

国民生活・都市生活 都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ等 水道、交通等 7111～ 

文化・歴史などを感じる暮らし 生物季節、伝統行事・地場産業等 7211～ 

その他 暑熱による生活への影響等 7311～ 

 

 



 

 

19 

(1) 農業・林業・水産業 
【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との
関連性 入手情報 出典 

1111 農業 水稲 既に全国で、気温の上昇による品質の低
下（白未熟粒の発生、一等米比率の低下
等）等の影響が確認されている。また、
一部の地域や極端な高温年には収量の減
少も見られている。 

C 
(日本全国) 

米の 1 等米比率は、平成 11 年度以降全国平均に比
べて低い状況が続いている。三重県は、「コシヒカ
リ」を主とする早生品種の作付けによる早期栽培が
大半を占めているが、登熟期は 7 月下旬から 8 月上
旬の最も気温の高い時期に当たるため、近年の夏季
の高温傾向の影響を大きく受け、三重県産米の玄米
品質は不安定な状況が続いている。 

三重県産コシヒカリは、米の一等比率において、平
成 25 年産は 38.4%と全国平均 79.4%を大きく下回
るなど、高温登熟障害などによる品質の低下が問題
視され、品質の向上が課題となっている。県では高
温障害に強い早生品種「三重 23 号」を開発し、平
成 24 年度から本格的に栽培を始め、米の一等比率
は平成 24 年産 88.0%、平成 25 年産 94.5%と高い品
質が確保されており、今後、販売戦略と合わせなが
ら面積拡大を図ることとしている。 

近年、白未熟粒（白濁した玄米）の一種である背白
粒、基白粒及び乳白粒の発生により、三重県産コシ
ヒカリの品質が極端に低下する年次がみられる。三
重県農業研究所によれば、背白粒及び基白粒の発生
率を調査したところ、出穂後 1～14 日の平均気温と
正の相関がみられ、出穂期の玄米蛋白質含量と負の
相関関係がみられた（出穂後 1～14 日の平均気温が
27℃以上で、出穂期の玄米蛋白質含量が低い場合に
多発する）。平均気温の上昇によるコメの品質の低
下が懸念されている。 

「新しい「三重の米（水
田農業）」戦略」、三重県、
平成 26 年 3 月 
 
コシヒカリにおける背
白粒および基白粒の発
生要因（三重県農業研究
所 平成 17 年度研究成
果 研究課題名：県産米
品質低下要因の解明と
安定栽培技術の開発 
中山幸則、神田幸英、北
野順一 
http://www.mate.pref.mie.

lg.jp/marc/SAKUMOT
SA/SAKUMOTSU/SEI
SE.HTM） 

酒造好適米「神の穂」の
吸水割れ発生要因（三重
県農業研究所 伊賀農
業研究室 平成 21 年度
研究成果 研究課題
名：新しい三重の酒造好
適米品種の地域特産化
事業 川上拓、神田幸
英、山川智大 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との
関連性 入手情報 出典 

三重県で育成した酒造好適米「神の穂」において吸
水割れ（高度精白した米が醸造途中の洗米工程で吸
水時に割れること）が認められ、問題となっている。
登熟が進むにつれて、吸水割れの程度が高くなる傾
向にあるが、「神の穂」の吸水割れ程度と出穂後
10 日間の平均最高気温には正の相関が認められ
た。最高気温が高くなるにつれて吸水割れの発生程
度が高くなることが懸念されている。 

http://www.mate.pref.mie.
lg.jp/marc/SAKUMOTSU
/SAKUMOTSU/SEIKA.
HTM） 

1121  野菜 過去の調査で、40 以上の都道府県におい
て、既に気候変動の影響が現れていると
報告されており、全国的に気候変動の影
響が現れていることは明らかである。 

C 
(日本全国) 

三重県では、津や尾鷲の各観測地点において真夏日
や熱帯夜の日数の有意な増加傾向が見られる。この
ような、最近の猛暑の傾向から、シクラメンの開花
の遅れや出荷時の葉数の減少による品質低下が指
摘されている。 

花卉栽培等における夏期高温対策として、細霧冷房
技術が開発・研究されている。近年では、水の粒子
が非常に小さく（約 15μｍ）、蒸発効率がかなり
高いため濡れにくいミスト散布の設備も開発され
ており、これは周辺の気温を下げる効果を有してい
る。 

平成 22 年産花きの作付
（収穫）面積及び出荷量
調査結果の概要(農林水
産省) 
 
三重県農林水産部農業
戦略課提供資料 

1122   特にキャベツなどの葉菜類、ダイコンな
どの根菜類、スイカなどの果菜類等の露
地野菜では、多種の品目でその収穫期が
早まる傾向にあるほか、生育障害の発生
頻度の増加等もみられる。 

C 
(日本全国) 

  

1123   施設野菜では、トマトの着果不良などが
多発し、高温対策等の必要性が増してい
る。一方、施設生産では冬季の気温上昇
により燃料消費が減少するとの報告もあ
る。 

C 
(日本全国) 

  

1131  果樹 2003 年に実施された全国的な温暖化影
響の現状調査では、全都道府県における
果樹関係公立研究機関から、果樹農業に
おいて既に気候変動の影響が現れている
との報告がなされている。 

C 
(日本全国) 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との
関連性 入手情報 出典 

1132   果樹は気候への適応性が非常に低い作物
であり、また、一度植栽すると同じ樹で
30～40 年栽培することになることから
気温の低かった 1980 年代から同じ樹で
栽培されていることも多いなど、品種や
栽培法の変遷も少なく、1990 年代以降の
気温上昇に適応できていない場合が多
い。 

C 
(日本全国) 

  

1133   カンキツでの浮皮、リンゴでの着色不良
など、近年の温暖化に起因する障害は、
ほとんどの樹種、地域に及んでいる。 

C 
(日本全国) 

極早生ウンシュウ「みえ紀南１号」は、早熟で 9
月上旬には美味しく食べられる品種であるが、夏場
の高温による日焼け果の発生が多くなり問題とな
っている。日焼け果の発生は、白色の袋を被覆すれ
ば果実表面温度を 5～8℃程度低くすることがで
き、8 月中下旬に白色タイプを被覆することによっ
て軽減することができるとされており、研究されて
いる。 

三重県南部の東紀州ではミカンなどのカンキツ生
産現場で、沖縄県など暖かい地域で発生しやすい
アカマルカイガラムシやツヤアオカメムシ及び白
かび病による被害が増加している。 
平成 12 年の福岡県において、南方系のカメムシで
あるミナミトゲヘリカメムシの温州ミカンへの被
害が確認され、その後三重県でもカンキツでの被害
が報告されている。地球温暖化による、本種の分布
域の拡大（北進）が懸念される。 

三重県農業研究所の場内圃場（松坂市）における約
20 年の定点観察の結果によると、ナシにおいては、
1981 年以降の 20 年間で、「幸水」の満開日と収穫
最盛期が早期化している。「幸水」の生育は開花期
前後の気温が高いと促進されることが知られてい
る。 
 
 
 
 
 

「極早生ウンシュウの
着色促進及び日焼け軽
減対策」 
（三重県農業研究所 
三重農研成果情報、平成
24 年度） 
 
一般社団法人全国農業
改良普及支援協会の農
業温暖化ネット※ 
https://www.ondanka-net.j
p/index.php?category=me
asure&view=detail&articl
e_id=653  
 
農業技術短報 N58.「こ
んなところにも地球温
暖化の影響が～カキと
ナシの生育変化～」（三
重県農業研究所 農業
研究部園芸グループ、伊
藤寿） 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との
関連性 入手情報 出典 

一方で、「幸水」の施設栽培では、夏季の施設内の
温度上昇により、みかけの光合成能が低下し、結果
的に果実品質が低下する問題が生じている。 
また、カキにおいては、1897 年以降の 16 年間で、
「前川次郎」（カキの品種）の満開日は早期化し、
収穫最盛期は遅延化している。カキの開花期は、開
花前の気温が高いと促進され、収穫期は収穫前 2
ヶ月の気温が高いと遅延することが知られている。 

三重県農業研究所によると、秋季の気温上昇により
果実成熟が遅延しており、カキの果皮着色が遅れる
ことにより出荷時期の遅れが多くなっているとさ
れている。 

「カキ「前川次郎」果実
成熟を最大 18 日促進す
る枝別環状剥皮技術」
（三重県農業研究所 
三重農研成果情報、平成
24 年度） 

1134   果実品質について、たとえばリンゴでは
食味が改善される方向にあるものの、果
実が軟化傾向にあり、貯蔵性の低下につ
ながっている。 

C 
(日本全国) 

  

1141  麦 、 大
豆、飼料
作物等 

小麦では、冬季及び春季の気温上昇によ
り、全国的に種をまく時期の遅れと穂が
出る時期の早まりがみられ、生育期間が
短縮する傾向が確認されている。 

C 
(日本全国) 

  

1142   飼料作物では、関東地方の一部で 2001～
2012 年の期間に飼料用トウモロコシに
おいて、乾物収量が年々増加傾向になっ
た報告例がある。 

D   

1151  畜産 家畜の生産能力の推移から判断して、現
時点で気候変動の家畜への影響は明確で
はない。 

D   

1152   夏季に、肉用牛と豚の成育や肉質の低下、
採卵鶏の産卵率や卵重の低下、肉用鶏の
成育の低下、乳用牛の乳量・乳成分の低
下等が報告されている。 

D   
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との
関連性 入手情報 出典 

1153   記録的猛暑であった 2010 年の暑熱によ
る家畜の死亡・廃用頭羽数被害は、畜種
の種類・地域を問わず前年より多かった
ことが報告されている。 

C 
(日本全国) 

三重県では夏季の気温が 35℃を超える暑熱日を記
録するようになり、肥育豚では飼料摂取量が低下し
増体が進まないことが多く、夏季の出荷に影響を及
ぼしている。また、母豚では飼料摂取量の減少や分
娩子豚の生時体重の減少、離乳子豚体重の減少など
の影響を受けている。三重県畜産研究所では、飼料
摂取量や繁殖能力の低下、生産性の低下の改善等を
目的に研究が行われている。 
実際に、2010 年の例であるが、試験期間の畜舎内
の気温は、厳しい暑さが続いた。 

「平成 25 年度 研究成
果情報」（三重県畜産研
究所 中小家畜研究課） 
 
三重県農林水産部農業
戦略課提供資料 

1161  病 害
虫・雑草 

西南暖地（九州南部などの比較的温暖な
地域）の一部に分布していたミナミアオ
カメムシが、近年、西日本の広い地域か
ら関東の一部にまで分布域が拡大し、気
温上昇の影響が指摘されている。 

C 
(日本全国) 

イネ及びダイズの害虫であるミナミアオカメムシ
は、1980 年頃から東紀州地域のみで発生していた
が、2008 年に伊勢平野中部での発生が確認され、
県南部では既に斑点米をもたらす原因となってい
ると考えられている。分布域が広がった理由とし
て、沿岸地域では種々の要因により冬季の最低気温
が比較的高く維持される場所が多く、越冬固体の生
存率が高くなったためと推察されている。本種は斑
点米を生成する能力が高く、今後飼料稲、麦、大豆
の作付面積拡大が推進される中、県内における分布
と被害のさらなる拡大が懸念されている。 

2013 年における三重県病害虫防除所（松阪地域）
のダイズ圃場では、着莢期（9 月上旬）以降、ミナ
ミアオカメムシのダイズ圃場への侵入の急増が確
認されており、10 月上旬の子実肥大期には、発生
圃場率 96％、寄生株率 28％にまで増加している。
また、巡回調査圃場では、吸実性カメムシ類の発
生量は平年を大きく上回っており、特に、ミナミ
アオカメムシの発生時期が平年より早く確認され
たことから、注意喚起を行っている。 

 

 

 

関西病虫研報(53)「三重
県におけるミナミアオ
カメムシの分布拡大」
（鈴木・西野・下、2011
年） 
 
「平成 25 年度植物防除
年報」（三重県病害虫防
除所、2013 年） 
 
「平成 25 年度植物防除
年報」（三重県病害虫防
除所、2013 年） 



 

 

24 

コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との
関連性 入手情報 出典 

また、2013 年における三重県病害虫防除所の水稲
圃場周辺では、平年よりも早い 6 月中旬からクモ
ヘリカメムシの予察灯（松阪市）での誘殺が確認
されており、7 月上旬には、畦畔雑草における斑点
米カメムシ類の発生量が、平年に比べて多かった
ため、注意喚起を行っている。圃場内では、8 月上
旬の巡回調査で、クモヘリカメムシの甚発生が確
認されている。 

県内では、斑点米カメムシ類による被害の多発が、
2010 年以降続いており、2013 年のように、夏の天
候が記録的な高温・少雨・多照となる年は斑点米カ
メムシ類が多発する傾向にあるとされています。 

1162   現時点で、明確に気候変動の影響により
病害が増加したとされる事例は見当たら
ない。 

D 
 

  

1163   奄美諸島以南に分布していたイネ科雑草
が、越冬が可能になり、近年、九州各地
に侵入した事例がある。 

D 
 

  

1171  農 業 生
産基盤 

農業生産基盤に影響を及ぼしうる降水量
の変動について、1901～2000 年の最大 3
日連続降雨量の解析では、短期間にまと
めて強く降る傾向が増加し、特に、四国
や九州南部でその傾向が強くなってい
る。 

C 
(日本全国) 

 

  

1172   また、年降水量の 10 年移動変動係数をと
ると、移動平均は年々大きくなり、南に
向かうほど増加傾向は大きくなってい
る。 

D 
 

  

1173   コメの品質低下などの高温障害が見られ
ており、その対応として、田植え時期や
用水時期の変更、掛け流し灌漑の実施等、
水資源の利用方法に影響が生じている。 

D 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との
関連性 入手情報 出典 

1211  木 材 生
産（人工
林等） 

一部の地域で、スギの衰退現象が報告さ
れており、その要因に大気の乾燥化によ
る水ストレスの増大を挙げる研究報告例
もある。ただし、大気の乾燥化あるいは
それによるスギの水ストレスの増大が気
候変動による気温の上昇あるいは降水量
の減少によって生じているか明確な証拠
はない。スギの衰退と土壌の乾燥しやす
さとの関連も明らかではない。 

D 
 

  

1212   現時点で、台風強度の増加によって、人
工林における風害が増加しているかにつ
いては、研究事例が限定的であり、明ら
かでない。 

D 
 

  

1221  特 用 林
産物（き
の こ 類
等） 

シイタケ栽培に影響を及ぼすヒポクレア
属菌について、夏場の高温がヒポクレア
菌による被害を大きくしている可能性が
あるとの報告がある。 

C 
(日本全国) 

  

1311 水産業 回 遊 性
魚 介 類
（ 魚 類
等 の 生
態） 

海水温の変化に伴う海洋生物の分布域の
変化が世界中で報告されている。 
 

D 
 

  

1312   日本周辺域の回遊性魚介類においても、
高水温が要因とされる分布・回遊域の変
化が日本海を中心にブリ、サワラ、スル
メイカで報告され、漁獲量が減少した地
域もある。 

D 
 

  

1321  増 養 殖
等 

各地で南方系魚種数の増加や北方系魚種
数の減少などが報告されている。 

D 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との
関連性 入手情報 出典 

1322   養殖ノリでは、秋季の高水温により種付
け開始時期が遅れ、年間収穫量が各地で
減少している。 

A 
(三重県) 

 

三重県での黒ノリ養殖は，水温が 23℃以下に低下
する 10 月上旬に始まる。しかし、近年、地球温暖
化の影響と考えられる水温低下の遅れ、水温低下の
停滞に伴いノリ葉体の脱落や異常芽の発生等が起
こり、年内生産の減少の一因となっている。 

近年、地球温暖化等の要因によって、伊勢湾の海水
表面の温度が上昇していることが確認されている。
これによって、黒のり養殖の開始時期の遅延化が進
み、その結果、養殖期間の短縮化による生産枚数の
減少が確認されている。 

三重県ののり類の海面養殖業収穫量は平成 6 年を
ピークに減少傾向にある。英虞湾では、カキやアオ
ノリ養殖の生産量が徐々に減少する傾向もみられ
る。しかし、このような収穫量・生産量の減少と気
候変動との因果関係については、現時点では明らか
でない。 

三重県水産研究所鈴鹿
水産研究室 
 
三重県水産研究所鈴鹿
水産研究室 
http://www.mpstpc.pref.m
ie.lg.jp/SUI/suzuka/index.
htm） 
 
「三重県統計書」を基に
作成 
英虞湾自然再生協議会
HP(http://agobay.org/mon
dai/mondai.html#zu42) 

1323   藻食性魚類による藻場減少で、イセエビ
やアワビの漁獲量が減少したことが報告
されている。 

D 三重県のアサリの主漁場である伊勢湾の西岸（三重
県側）には木曽三川や宮川をはじめ約 20 の河川が
流入し、河口域の干潟や半自然海岸にはアサリの好
漁場が形成され、採貝漁業が営まれてきた。アサリ
の漁獲量は 1970 年代以降、年間 10,000トン前後（日
本 3 位）で推移していたが、1990 年代半ばから急
減し、2000 年代以降は年間 3,000 トン前後に低迷し
ている。伊勢湾の沿岸漁業は、他の漁業が衰退した
南部を中心に年々アサリ資源への依存を高めてお
り、漁獲量の減少は漁家経営に深刻な事態を招いて
いる 
しかし、このような漁獲量の減少と気候変動との因
果関係については、現時点では明らかではない。 

「三重水研報 第 17 号
「三重県における伊勢
湾のアサリ漁業の変遷
と展望（総説）」(水野・
丸山・日向野、2009 年) 
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① 農業 

ア) コメ 

 コメの１等米比率の低下 

米の 1 等米比率は、平成 11 年度以降全国平均に比べて低い状況が続いている。三重県は、

「コシヒカリ」を主とする早生品種の作付けによる早期栽培が大半を占めているが、登熟期

は 7 月下旬から 8 月上旬の最も気温の高い時期に当たるため、近年の夏季の高温傾向の影響

を大きく受け、三重県産米の玄米品質は不安定な状況が続いている。 

三重県産コシヒカリは、米の一等比率において、平成 25 年産は 38.4%と全国平均 79.4%を

大きく下回るなど、高温登熟障害などによる品質の低下が問題視され、品質の向上が課題と

なっている。県では高温障害に強い早生品種「三重 23 号」を開発し、平成 24 年度から本格

的に栽培を始め、米の一等比率は平成 24 年産 88.0%、平成 25 年産 94.5%と高い品質が確保さ

れており、今後、販売戦略と合わせながら面積拡大を図ることとしている。 

出典：「新しい「三重の米（水田農業）」戦略」、三重県、平成 26 年 3 月 

 

 

図 2.1.3.1 米の検査等級（１等米）の比率の推移 
出典：「平成 26 年度 農林漁業の動き（2014 年度版）」（三重県農林水産部） 

 

 コメの品質の変化 

近年、白未熟粒（白濁した玄米）の一種である背白粒、基白粒及び乳白粒の発生により、

三重県産コシヒカリの品質が極端に低下する年次がみられる。三重県農業研究所によれば、

背白粒及び基白粒の発生率を調査したところ、出穂後 1～14 日の平均気温と正の相関がみら

れ、出穂期の玄米蛋白質含量と負の相関関係がみられた（出穂後 1～14 日の平均気温が 27℃

以上で、出穂期の玄米蛋白質含量が低い場合に多発する）。平均気温の上昇によるコメの品

質の低下が懸念されている。 
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また、三重県で育成した酒造好適米「神の穂」において吸水割れ（高度精白した米が醸造

途中の洗米工程で吸水時に割れること）が認められ、問題となっている。登熟が進むにつれ

て、吸水割れの程度が高くなる傾向にあるが、「神の穂」の吸水割れ程度と出穂後 10 日間の

平均最高気温には正の相関が認められた。最高気温が高くなるにつれて吸水割れの発生程度

が高くなることが懸念されている。 

 

 
図 2.1.3.3 登熟期の気温と吸水割れの関係（2008，2009） 

出典：酒造好適米「神の穂」の吸水割れ発生要因（三重県農業研究所 伊賀農業研究室 平成 21 年度研究成果 

研究課題名：新しい三重の酒造好適米品種の地域特産化事業 川上拓、神田幸英、山川智大

http://www.mate.pref.mie.lg.jp/marc/SAKUMOTSU/SAKUMOTSU/SEIKA.HTM） 

図 2.1.3.2 出穂後 1~14 日の平均気温及び玄米蛋白質含量と背白+基白粒発生率の関係 
出典：コシヒカリにおける背白粒および基白粒の発生要因（三重県農業研究所 平成 17年度研究成果 

研究課題名：県産米品質低下要因の解明と安定栽培技術の開発 中山幸則、神田幸英、北野順一

http://www.mate.pref.mie.lg.jp/marc/SAKUMOTSU/SAKUMOTSU/SEIKA.HTM） 
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 害虫（カメムシ類）の分布拡大 

イネ及びダイズの害虫であるミナミアオカメムシは、1980 年頃から東紀州地域のみで発生

していたが、2008 年に伊勢平野中部での発生が確認され、県南部では既に斑点米をもたらす

原因となっていると考えられている。分布域が広がった理由として、沿岸地域では種々の要

因により冬季の最低気温が比較的高く維持される場所が多く、越冬固体の生存率が高くなっ

たためと推察されている。本種は斑点米を生成する能力が高く、今後飼料稲、麦、大豆の作

付面積拡大が推進される中、県内における分布と被害のさらなる拡大が懸念されている。 

 

 
図 2.1.3.4 三重県内のミナミアオカメムシの分布 

出典：関西病虫研報(53)「三重県におけるミナミアオカメムシの分布拡大」（鈴木・西野・下、2011 年） 

 

2013 年における三重県病害虫防除所（松阪地域）のダイズ圃場では、着莢期（9 月上旬）

以降、ミナミアオカメムシのダイズ圃場への侵入の急増が確認されており、10 月上旬の子実

肥大期には、発生圃場率 96％、寄生株率 28％にまで増加している。また、巡回調査圃場では、

吸実性カメムシ類の発生量は平年を大きく上回っており、特に、ミナミアオカメムシの発生

時期が平年より早く確認されたことから、注意喚起を行っている。 
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図 2.1.3.5 10 月上旬のダイズ圃場における吸実性カメムシ類発生状況とダイズ被害粒発生状況

の推移（2001～2013 年・病害虫防除所巡回調査） 
出典：「平成 25 年度植物防除年報」（三重県病害虫防除所、2013 年） 

 

また、2013 年における三重県病害虫防除所の水稲圃場周辺では、平年よりも早い 6 月中旬

からクモヘリカメムシの予察灯（松阪市）での誘殺が確認されており、7 月上旬には、畦畔

雑草における斑点米カメムシ類の発生量が、平年に比べて多かったため、注意喚起を行って

いる。圃場内では、8 月上旬の巡回調査で、クモヘリカメムシの甚大な発生が確認されてい

る。 

県内では、斑点米カメムシ類による被害の多発が、2010 年以降続いており、2013 年のよう

に、夏の天候が記録的な高温・少雨・多照となる年は斑点米カメムシ類が多発する傾向にあ

るとされている。 

 
図 2.1.3.6 定点圃場（20 地点）におけるカメムシ被害粒発生状況の推移 

（2001 年～2013 年。*斑紋型変色のみ調査。「注」は注意報発表。） 
出典：「平成 25 年度植物防除年報」（三重県病害虫防除所、2013 年） 
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イ) 野菜・茶・花卉 

 シクラメンの品質低下 

三重県では、津や尾鷲の各観測地点において真夏日や熱帯夜の日数の有意な増加傾向が見

られる。このような、最近の猛暑の傾向から、シクラメンの開花の遅れや出荷時の葉数の減

少による品質低下が指摘されている。全国的にも、シクラメンの平成 22 年出荷量の減少が夏

季の高温の影響等による、との言及がなされている例がある。 

このような花卉栽培等における夏期高温対策として、細霧冷房技術が開発・研究されてい

る。近年では、水の粒子が非常に小さく（約 15μｍ）、蒸発効率がかなり高いため濡れにく

いミスト散布の設備も開発されており、これは周辺の気温を下げる効果を有している。 

出典：平成 22 年産花きの作付（収穫）面積及び出荷量調査結果の概要(農林水産省)より 

 

 
図 2.1.3.7 ドライミストの設置の様子 
出典：三重県農林水産部農業戦略課提供資料 

 

ウ) 果樹 

 カキ・ナシの生育の変化 

三重県農業研究所の場内圃場（松坂市）における約 20 年の定点観察の結果によると、ナシ

においては、1981 年以降の 20 年間で、「幸水」の満開日と収穫最盛期が早期化している。

「幸水」の生育は開花期前後の気温が高いと促進されることが知られている。 

一方で、「幸水」の施設栽培では、夏季の施設内の温度上昇により、みかけの光合成能が

低下し、結果的に果実品質が低下する問題が生じている。 

また、カキにおいては、1897 年以降の 16 年間で、「前川次郎」（カキの品種）の満開日

は早期化し、収穫最盛期は遅延化している。カキの開花期は、開花前の気温が高いと促進さ

れ、収穫期は収穫前 2 ヶ月の気温が高いと遅延することが知られている。 

三重県農業研究所によると、秋季の気温上昇により果実成熟が遅延しており、カキの果皮

着色が遅れることにより出荷時期の遅れが多くなっているとされている。 

以上により、地球温暖化がナシ及びカキの生育に影響していると推察されている。 
出典：「カキ「前川次郎」果実成熟を最大 18 日促進する枝別環状剥皮技術」 

（三重県農業研究所 三重農研成果情報、平成 24 年度） 
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ナシ                    カキ 

図 2.1.3.8 カキおよびナシの満開期と収穫最盛期の変化 
出典：農業技術短報 N58.「こんなところにも地球温暖化の影響が～カキとナシの生育変化～」 

（三重県農業研究所 農業研究部園芸グループ、伊藤寿） 

 

 カンキツの生育の変化 

極早生ウンシュウ「みえ紀南１号」は、早熟で 9 月上旬には美味しく食べられる品種であ

るが、夏場の高温による日焼け果の発生が多くなり問題となっている。 

日焼け果の発生は、白色の袋を被覆すれば果実表面温度を 5～8℃程度低くすることができ、

8 月中下旬に白色タイプを被覆することによって軽減することができるとされており、研究

されている。 

 

 

図 2.1.3.9 （左）日焼け果 （右）白色袋 
出典：「極早生ウンシュウの着色促進及び日焼け軽減対策」 
（三重県農業研究所 三重農研成果情報、平成 24 年度） 

 

 カンキツ類の害虫の分布拡大 

三重県農業研究所紀南果樹研究室によると、三重県南部の東紀州ではミカンなどのカンキ

ツ生産現場で、沖縄県など暖かい地域で発生しやすいアカマルカイガラムシやツヤアオカメ

ムシ及び白かび病による被害が増加している。 

さらに、三重県病虫害防除所では、2010 年においてツヤアオカメムシが平年に比べて早い

時期に大量発生していることが確認されている。ただし、ツヤアオカメムシの発生量は年次

変動が大きく、果樹園への飛来数や時期は、前年度世代の発生量や餌となるスギ・ヒノキ球

果の量に影響されるため、気候変動との関係は明確ではない（下図は、平成 22 年度植物防疫

年報からの引用である。平成 25 年度版では「予察灯への飛来状況」のみが示されている）。 
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図 2.1.3.10 カンキツへのツヤアオカメムシの飛来状況 

出典：「平成 22 年度植物防疫年報」（三重県病害虫防除所、2011 年） 

 

一般社団法人全国農業改良普及支援協会の農業温暖化ネット※によると、平成 12 年の福岡

県において、南方系のカメムシであるミナミトゲヘリカメムシの温州ミカンへの被害が確認

され、その後三重県でもカンキツでの被害が報告されている。地球温暖化による、本種の分

布域の拡大（北進）が懸念される。 
出典：「ミナミトゲヘリカメムシによる被害と防除対策」（農業温暖化ネット https://www.ondanka-net.jp/） 

 

 ヤシ類の害虫の分布拡大 

2003 年 10 月、ヤシの世界的な害虫であるヤシオオオサゾウムシが、津市のフェニックス

（カナリーヤシ）通りで大発生した。これは、台湾、沖縄、九州を経由してきたもので、鹿

児島から購入した苗木と共に運び込まれたものと考えられている。ヤシオオオサゾウムシは

越冬し、サナギ、成虫と生き延びており、今後も駆除の網をくぐりぬけ、県内のフェニック

スに移動定着する可能性が指摘されている。 

国内での発生状況は、1974 年～1975 年に沖縄本島で発見され、1997 年に岡山県玉野市、

1998 年に宮崎県日南海岸等で確認されている。本州では、三重県が岡山県についで 2 番目に

確認された。 
出典：みえの自然楽校 HP「地球温暖化と昆虫たち」http://www.pref.mie.lg.jp/MIDORI/HP/shizen/index.shtm、

（三重県農林水産部みどり共生推進課） 
「病害虫発生予察特殊報第１号」（三重県病害虫防除所、平成 15 年 10 月 24 日） 

 



 

 34 

 
図 2.1.3.11 ヤシオオオサゾウムシの分布状況 

出典：「侵入生物データベース」（国立研究開発法人国立環境研究所、

http://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/toc6_insects.html） 

 

② 畜産業 

 暑熱による家畜の肥育豚生産性、子豚哺育成績、繁殖成績等の低下 

三重県では夏季の気温が 35℃を超える暑熱日を記録するようになり、肥育豚では飼料摂取

量が低下し増体が進まないことが多く、夏季の出荷に影響を及ぼしている。また、母豚では

飼料摂取量の減少や分娩子豚の生時体重の減少、離乳子豚体重の減少などの影響を受けてい

る。三重県畜産研究所では、飼料摂取量や繁殖能力の低下、生産性の低下の改善等を目的に

研究が行われている。 

実際に、2010 年の例であるが、試験期間の畜舎内の気温は下図のとおり、厳しい暑さが続

いた。 

出典：「平成 25 年度 研究成果情報」（三重県畜産研究所 中小家畜研究課） 
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図 2.1.3.12 2010 年の三重県畜産研究所の畜舎内気温（13:00） 

出典：三重県農林水産部農業戦略課提供資料 
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③ 水産業 

ア) 伊勢湾の漁獲量 

 伊勢湾での漁獲量低下 

三重県（伊勢湾海域）の漁獲量は 1985 年（昭和 60 年）頃をピークに減少傾向にある。 

 

 
図 2.1.3.13 三重県の漁獲量の推移 

出典：「伊勢湾環境データベース」http://www.isewan-db.go.jp/index.asp 

 

三重県のアサリの主漁場である伊勢湾の西岸（三重県側）には木曽三川や宮川をはじめ約

20 の河川が流入し、河口域の干潟や半自然海岸にはアサリの好漁場が形成され、採貝漁業が

営まれてきた。アサリの漁獲量は 1970 年代以降、年間 10,000 トン前後（日本 3 位）で推移

していたが、1990 年代半ばから急減し、2000 年代以降は年間 3,000 トン前後に低迷している。

伊勢湾の沿岸漁業は、他の漁業が衰退した南部を中心に年々アサリ資源への依存を高めてお

り、漁獲量の減少は漁家経営に深刻な事態を招いている。 

しかし、このような漁獲量の減少と気候変動との因果関係については、現時点では明らか

ではない。 
出典：「三重水研報 第 17 号「三重県における伊勢湾のアサリ漁業の変遷と展望（総説）」 

（水野・丸山・日向野、2009 年） 
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図 2.1.3.14 日本の海域別アサリ漁獲量と伊勢湾の二枚貝漁獲量の推移 

出典：三重水研報 第 17 号「三重県における伊勢湾のアサリ漁業の変遷と展望（総説）」 
（水野・丸山・日向野、2009 年） 
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イ) 養殖 

 黒のり養殖生産量の現状 

三重県水産研究所鈴鹿水産研究室によると、三重県での黒ノリ養殖は，水温が 23℃以下に

低下する 10 月上旬に始まる。しかし、近年、地球温暖化の影響と考えられる水温低下の遅れ、

水温低下の停滞に伴いノリ葉体の脱落や異常芽の発生等が起こり、年内生産の減少の一因と

なっている。 

 
図 2.1.3.15 伊勢湾表層の水温変化 (採苗・育苗期の 10 月) 

出典：三重県水産研究所鈴鹿水産研究室 http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/SUI/suzuka/index.html 

 

また、三重県ののり類の海面養殖業収穫量は平成 6 年をピークに減少傾向にある。英虞湾

では、カキやアオノリ養殖の生産量が徐々に減少する傾向もみられる。しかし、このような

収穫量・生産量の減少と気候変動との因果関係については、現時点では明らかでない。 
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図 2.1.3.16 三重県ののり類の収穫量の推移 

出典：「三重県統計書」を基に作成 
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図 2.1.3.17 英虞湾内の漁獲量の推移（カキ、アオノリ養殖業） 
出典：英虞湾自然再生協議会 HP(http://agobay.org/mondai/mondai.html#zu42) 

 

 赤潮発生による真珠貝のへい死 

三重県では真珠貝（アコヤガイ）の養殖が明治 26 年以来、英虞湾を中心に発達してきた。

しかし、平成 4 年度以降、アコヤガイに悪影響を及ぼす赤潮（ヘテロカプサ）の発生が恒常

化するとともに、平成 8 年度以降は感染症によるアコヤ貝の大量へい死が大きな問題となり、

生産量は減少傾向にある。 

出典：三重県農林水産部水産資源課 HP http://www.pref.mie.lg.jp/SUISAN/HP/index.htm 

 
図 2.1.3.18 県内の真珠養殖生産量の推移 
出典：三重県水産研究所 みえのおさかな別情報 

(http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/SUI/sitemap/mie-osakana-betu.htm) 

三重県水産研究所によると、水温はアコヤガイの生活にとり最重要な環境要因といえ、水

温 25℃以上ではエネルギーの獲得量と消費量のバランスがくずれ貝は痩せやすくなり、水温

が 28℃以上で様々な生理活動に変調が起こり、水温 30℃以上でへい死が増えるため、水温

30℃はアコヤガイの生存限界と言われている。 

英虞湾では、2004～2010 年のうち、毎年のように水深 3m で 28℃以上、湾奥の水深 1m で

7 月初旬に 28℃になる。また、猛暑日（一日の最高気温がそれぞれ摂氏 35℃以上）を記録し

た年は、2004、2007、2008、2010 年であり、湾奥、湾央ともに高水温を記録する日が多くあ

ったとされている。水温の把握や気温の変化の把握等による貝の垂下水深の調整が必要とさ

れている。 

出典：「真珠養殖 海と貝と人」、三重県水産研究所 2011 年 3 月 25 日
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(2) 水環境・水資源 
【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

2112 水環境 湖沼・ダ
ム湖 

一方で、年平均気温が 10℃を超えるとア
オコの発生確率が高くなる傾向を示す報
告もあり、長期的な解析が今後必要であ
る。 

C 
(日本全国) 

  

2121  河川 全国の公共用水域（河川・湖沼・海域）
の過去約 30 年間（1981～2007 年度）の
水温変化を調べたところ、4,477 観測点の
うち、夏季は 72%、冬季は 82%で水温の
上昇傾向があり、各水域で水温上昇が確
認されている。また、水温の上昇に伴う
水質の変化も指摘されている。 
ただし、河川水温の上昇は、都市活動（人
工排熱や排水）や河川流量低下などにも
影響されるため、気候変動による影響の
程度を定量的に解析する必要がある。 

C 
(日本全国) 

1994 年の 6～8 月の平均気温は平年より 2℃高く、
観測史上記録的な高温現象が出現した。このとき、
中部日本（三重県を含む 5 県）は気温と日照時間が
共に国内で最高値を記録した。三重県下ではない
が、木曽川（国土交通省犬山水質観測地点）におい
て月平均流量と河川水の BOD、溶存酸素、懸濁物
質の周年変化を、この 1994 年と 1984～1993 年 10
年間の平均値とを比較する形で示した研究例があ
る。これによれば、1994 年には夏季を中心とする
BOD の上昇と溶存酸素の低下が顕れ、河川水質の
悪化が顕著に生じたことが読み取れる。これに対
し、懸濁物質は少雨に伴う出水頻度の減少により、
むしろ濃度の低下が認められた。溶存酸素濃度の低
下は、気温上昇と日射量増加に伴う河川水温の上昇
が大きな影響を及ぼしたものと考えられる。水温が
高くなるにつれ、水中に含有される酸素量が減少す
ることに加え、水温上昇は還元に伴う酸素消費量を
増加させることから、結果的に溶存酸素濃度の低下
が引き起こされることになる。地球温暖化が河川水
の溶存酸素に及ぼす影響に関するシミュレーショ
ンによれば、汚濁が比較的進行していない河川にお
いて、水温が上昇する夏季に溶存酸素濃度が低下す
ることが報告されている。 

「地球温暖化からみた
水文環境の変化」地学雑
誌 116 1) 52-61 2007（森
和紀、2007 年） 



 

 

40 

コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

2131  沿 岸 域
及 び 閉
鎖 性 海
域 

全国 207 地点の表層海水温データ（1970
年代～2010 年代）を解析した結果、132
地点で有意な上昇傾向（平均：0.039℃/
年、最小：0.001℃/年～最大：0.104℃/年）
が報告されている。なお、この上昇傾向
が見られた地点には、人為的な影響を受
けた測定点が含まれていることに留意が
必要である。 

C 
(日本全国) 

伊勢湾の湾内部沿岸域の水温は過去 20 年間に徐々
に上昇する傾向が見られており、上昇率は約 0.03℃
／年と解析されている。地球温暖化による水環境へ
の影響として報告されている河川や沿岸海水の
中・長期的な水温上昇の例として、香川が公表して
いる屋島湾の 0.032℃／年と同程度であった。 

三重県保健環境研究所 

2132   沖縄島沿岸域では、有意な水温上昇ある
いは下降傾向は認められなかったとの研
究報告もある。 

D   

2211 水資源 水 供 給
（ 地 表
水） 

年降水量の年ごとの変動が大きくなって
おり、無降雨・少雨が続くこと等により
給水制限が実施される事例が確認されて
いる。 

B 平成 14 年から平成 19 年にかけて、三重県では、平
成 17 年に津市と松阪市と伊勢市を中心として、平
成 19 年には松阪市と伊勢市を中心として、取水制
限が行われたことがある。日本全国では、年降水量
は近年、極端に少雨の年が増えるとともに、少雨の
年と多雨の年の年降水量の開きが次第に大きくな
りつつあり極端な渇水は、取水制限や吸水制限、断
水等を招く恐れがある。 

「気候変動への賢い適
応」（2008 年、環境省
地球温暖化影響・適応研
究委員会） 

2212   1980～2009 年の高山帯の融雪時期も時
期が早くなる傾向があるが、流域により
年変動が大きい。 

D   

2213   渇水による流水の正常な機能の維持のた
めの用水等への影響、海面上昇による河
川河口部における海水（塩水）の遡上範
囲の拡大に関しては、現時点で具体的な
研究事例は確認できていない。 

D   

2221  水 供 給
（ 地 下
水） 

気候変動による降水量や降水の時間推移
の変化に伴う地下水位の変化の現状につ
いては、現時点で具体的な研究事例は確
認できてない。 

D   
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

2222   一般的に、地下水利用量の変化には気候
変動以外の要因も関係する。 

D 三重県においては、昭和 30 年代後半からの高度経
済成長期の地下水利用の増大に伴い、広い範囲で地
盤が沈下するという現象が発生し、昭和 36（1961）
年から平成 24（2012）年までの 51 年間に、桑名市
長島町白鶏では、158cm の累積沈下量が記録されて
いる。 
北勢地域の地盤沈下は、工業用地下水採取の大幅な
削減や水道用水の地表水への転換などにより、沈静
化傾向にある。しかし、平成 6（1994）年のような
異常渇水時には、平年を大幅に上回る年間 2cm 以
上の地盤沈下地域が観測されている。このように地
盤沈下は降水量等の気象状況の影響を受けやすく、
また、海抜 0m 地域にあっては年々わずかながらそ
の地盤高を低くしており、常に高潮・洪水・内水氾
濫及び地震災害等の潜在的危険性の高い地域とな
っている。 

「平成 26（2014）年度
版 環境白書」（三重
県、2014 年） 

2223   全国的な渇水となった 1994 年などの小
雨年時に渇水時には過剰な地下水の採取
により、地盤沈下が進行している地域も
ある。 

D   

2224   海面上昇による地下水の塩水化の現状に
ついては、現時点で具体的な研究事例は
確認できてない。 

D   

2231  水需要 気温上昇と水使用量の関係について、東
京では、気温上昇に応じて水使用量が増
加することが実績として現れている。 

D   

2232   農業分野では、高温障害への対応として、
田植え時期や用水時期の変更、掛け流し
灌漑の実施等、水需要に影響が生じてい
る。 

D   
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① 水環境 

ア) 閉鎖性海域 

 閉鎖性海域の水質環境基準達成状況 

水質汚濁に係る環境基準の「生活環境の保全に関する環境基準」の項目のうち、海域の有

機汚濁の代表的な指標である化学的酸素要求量（COD）、海域の富栄養化の原因物質である

全窒素（T-N）、全燐（T-P）について、三重県の閉鎖性海域のうち、環境基準の類型が指定

されている 4 海域（伊勢湾、英虞湾、五ヶ所湾、尾鷲湾）で実施された水質調査の結果（環

境基準達成率）を以下に示す。COD は、2002 年以降、環境基準達成率は増加傾向にあったが、

2010 年以降、やや低下している。全窒素の環境基準達成率も増加傾向を示しており、特に 2006

年以降の 8 年間は続けて 100％を達成している。全燐は、年ごとの変動が大きく、近年でも

50%以下の年がみられる。水質の改善状況としては、今後もさらなる対策が必要な状況と考

えられるが、特に気候変動による水質への影響やその因果関係についての研究知見などは示

されていない。 
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図 2.1.3.19 三重県の閉鎖性海域における水質環境基準達成率 

出典：「三重県環境白書」（三重県、各年）より作成 

 

 閉鎖性海域の赤潮発生状況 

閉鎖性海域における赤潮発生件数は、1979 年には 97 件にまで達しているものの、長期的

には減少傾向が見られ、特に近年は、20 件前後で推移している。減少傾向が現われている理

由としては、伊勢湾における水質総量規制制度の適用等の効果が考えられるが、今後気候変

動の影響によって、水温が上昇すると、赤潮が増加する可能性も否定できないことから、赤

潮の発生動向と気温・水温との関係については引き続き注視する必要がある。 
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R² = 0.6248

0

20

40

60

80

100

120
年

別
赤

潮
発

生
件

数
[件

]

 
図 2.1.3.20 三重県の閉鎖性海域における赤潮発生件数 

出典：「赤潮発生状況報告書」（三重県、各年）より作成 

 

 伊勢湾の貧酸素水塊の出現状況 

伊勢湾では貧酸素水塊が毎年確認されている。底層の貧酸素水塊は、伊勢湾（狭義）では、

以下に示すように、2005 年（平成 17 年）の 6 月下旬から 10 月にかけて湾央部から西側を中

心として、全ての底生生物の生存が困難となる溶存酸素飽和度 10％未満（溶存酸素濃度約

0.8mg/L）の地域が広範囲に広がっている。2006 年（平成 18 年）の 6 月から 9 月上旬におけ

る底層の貧酸素水塊は、（溶存酸素飽和度 10％未満）の出現状況は、2005 年（平成 17 年）

よりも広範囲に出現しており、湾全体の溶存酸素飽和度も低くなっている。貧酸素水塊と気

候変動との関連について明確な報告はないが、二宮ら（2009 年）は、水温が貧酸素水塊の形

成に大きく影響していることを明らかにしている。また、地球温暖化などにより海面水温が

経年的に上昇すると、貧酸素水塊が長期間にわたり留まる懸念が生じることを示唆しており、

今後気候変動が進行することで、貧酸素水塊による被害が増加する可能性も考えられる。 
出典：横浜市環境科学研究所報第 33 号「温暖化と東京湾の水環境―水温と水質との関係―」 

（二宮ら、2009 年） 



 

 44 

 
図 2.1.3.21 伊勢湾における貧酸素水塊の分布（2006 年 8 月～9 月） 
出典：「伊勢・三河湾貧酸素情報 H18-1～12 号」（愛知県水産試験場、2006 年） 

 

 閉鎖性海域の水温状況 

三重県保健環境研究所によると、伊勢湾の湾内部沿岸域の水温は過去 20 年間に徐々に上昇

する傾向が見られており、上昇率は約 0.03℃／年と解析されている。地球温暖化による水環

境への影響として報告されている河川や沿岸海水の中・長期的な水温上昇の例として、香川

が公表している屋島湾の 0.032℃／年と同程度であった。 

 

 
図 2.1.3.22 海水温度の変化（年度平均）（伊勢湾内部沿岸） 

出典：「みえ保環研ニュース 第 44 号」（三重県保健環境研究所、2012 年 3 月） 
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 磯焼けの被害 

水産庁の「改訂 磯焼け対策ガイドブック」によると、磯焼けとは、「浅海の岩礁・転石

域において、海草の群落（藻場）が季節的消長や多少の経年変化の範囲を超えて著しく衰退

または消失して貧植生状態となる減少」と定義されている。 

「改訂 磯焼け対策ガイドブック」によると、近年の磯焼けが発生・継続する主なしくみ

は、①海藻が植食動物に食われる（食害型）、②海藻が枯れる（枯死型）、③海藻が芽生え

なくなる（発芽阻害型）、④海藻が流失する（流失型）のいずれか、もしくは組み合わせで

ある。食害型の磯焼けについて、国内ではキタムラサキウニやエゾバフンウニが問題となる

が、南日本では、近年、ガンガゼなどの熱帯・亜熱帯系のウニによる磯焼けも認められてい

る。ウニの食害が深刻化した理由については、自然の猛威と人為的影響に基づく様々な理由

が考えられているが、水温の上昇や流動環境の静穏化も 1 つの理由として挙げられている。 

一方、アイゴ、ブダイ、ニザダイ、イスズミなどの植食性魚類は、もともと熱帯・亜熱帯

に起源を持ち、一部が日本のような温帯域にまで分布している。植食性魚類による藻場の衰

退が顕在化してきた原因は、沿岸水温の上昇に求められることが多いが、それ以外にも、人

工海岸の増加や天然藻場の消滅等、検討すべき点は多い。 

 

 
図 2.1.3.23 須賀利湾周辺の藻場及び磯やけの分布 

出典：三重大生物資源紀要 第 27 号「三重県須賀利地先の海藻植生」（阿部ら、2001 年） 
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図 2.1.3.24 藻場の衰退要因のひとつとして食害が考えられている都道府県 

出典：「改訂 磯焼け対策ガイドブック」（水産庁、2015 年） 
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表 2.1.3.1 日本で考えられてきた磯焼けの発生または継続の原因 
項目 例 備考 

1. 海況の変化 黒潮・対馬暖流の優勢・接岸、親潮第一

分枝の離岸、流氷接岸 
冬季または夏季の高水温が問題となり、夏季

は貧栄養も伴う。流氷接岸は「磯掃除」（雑

藻駆除）効果の方が大きい。 
2. 栄養塩の欠乏 イカゴロ海中投棄の中止、砂防ダムの増

加、海岸道路の敷設、沢水・河川水の流

入減少・拡散阻止 

窒素・リン（・鉄）の不足は、海藻の生長や

成熟に影響を及ぼしうる。沿岸・流域の改変

や沿岸への栄養塩フィードバックの喪失によ

り、富栄養域と貧栄養域の差が拡大し、水質

規制域では栄養塩不足も懸念される。 
3. 淡水流入の影響 山林伐採（河川氾濫、堰の一時放水）、

原野開拓、豪雨・長雨、ダム排砂 
古くは低塩分により外洋性の海藻を枯死させ

ると考えられていたが、実際は出水時の浮泥

堆積や海水の濁りの影響が深刻。出水時には

むしろ栄養塩供給効果が期待される。 
4. 天候の異変 台風・暖冬 広域で台風の影響が考えられたのは相模湾西

部のキティ台風（1949 年）のみ。近年、アラ

メ・カジメ類の脱落を促している。 
5. 植食動物の食害 ウニ、サザエ、アメフラシ、小型巻貝、

植食性魚類（アイゴ、ブダイ、ノトイス

ズミ、ニザダイなど） 

ウニ・魚以外は副次的であるが、サザエはテ

ングサ場、アマクサアメフラシはワカメ場な

どで時々問題になる。 
6. 海底基質の占有 無節サンゴモ、ゴカイ類、サンゴ、サン

ゴイソギンチャク、ヒバリガイモドキ 
無節サンゴモは、食害、波浪、海水の濁り、

浮泥の堆積などに強く、海藻が少ない区域（衰

退域も含む）で繁茂しやすいが、磯焼けの原

因よりも結果である。サンゴやサンゴイソギ

ンチャクの増加は南日本で顕著。 
7. 海底基質の埋没 火山灰、漂砂、浮泥 火山灰の被害は、古くは駒ヶ岳、近年は普賢

岳や三宅島で起きた。漂砂や浮泥は近年の沿

岸・河川の改変と関係が深い。 
8. 公害 鉱山・工業・生活排水、発電所温排水、

河川改修、海岸道路・港湾・護岸工事（特

に、埋め立てや沖出し構造物）、圃場整

備、農薬 

現在、国内の鉱山は大半が閉山になり、高度

成長期に比べて沿岸の汚染も改善されたが、

沿岸構造物の増加により静穏化や浮泥の堆

積、植食動物の定住が進んでいる。 
9. 漁業・増養殖 漁場酷使、海藻類の過剰採取、漁場改良、

ウニの深浅移植、ウニや貝の過剰放流、

魚類養殖の残渣？ 

アワビ、テングサ、コンブなどの乱獲を経験

している磯焼け域も多い。近年の不適切な漁

場改良やウニ肥育のための深浅移植も磯焼け

を持続・増大させている。 
10. その他 温泉湧出、地下水利用による海底湧水の

減少、細菌繁殖ほか 
ここで挙げた例以外にも俗説は多い。南太平

洋ではカジメ衰退域でカジメのウイルス感染

などが報告されている。 

出典：「改訂 磯焼け対策ガイドライン」（水産庁、2015年） 
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イ) 河川水 

 気温上昇による河川水温の上昇と水質の変化 

1994 年の 6～8 月の平均気温は平年より 2℃高く、観測史上記録的な高温現象が出現した。

このとき、中部日本（三重県を含む 5 県）は気温と日照時間が共に国内で最高値を記録した。

三重県下ではないが、木曽川（国土交通省犬山水質観測地点）において月平均流量と河川水

の BOD、溶存酸素、懸濁物質の周年変化を、この 1994 年と 1984～1993 年 10 年間の平均値

とを比較する形で示した研究例がある。これによれば、1994 年には夏季を中心とする BOD

の上昇と溶存酸素の低下が顕れ、河川水質の悪化が顕著に生じたことが読み取れる。これに

対し、懸濁物質は少雨に伴う出水頻度の減少により、むしろ濃度の低下が認められた。溶存

酸素濃度の低下は、気温上昇と日射量増加に伴う河川水温の上昇が大きな影響を及ぼしたも

のと考えられる。水温が高くなるにつれ、水中に含有される酸素量が減少することに加え、

水温上昇は還元に伴う酸素消費量を増加させることから、結果的に溶存酸素濃度の低下が引

き起こされることになる。地球温暖化が河川水の溶存酸素に及ぼす影響に関するシミュレー

ションによれば、汚濁が比較的進行していない河川において、水温が上昇する夏季に溶存酸

素濃度が低下することが報告されている。 

出典：「地球温暖化からみた水文環境の変化」地学雑誌 116 1) 52-61 2007（森和紀、2007 年） 

 

② 水資源 

ア) 河川水／ダム 

 渇水の発生 

国土交通省の統計によると、平成 14 年から平成 19 年にかけて、三重県では、平成 17 年に

津市と松阪市と伊勢市を中心として、平成 19 年には松阪市と伊勢市を中心として、取水制限

が行われたことがある。日本全国では、年降水量は近年、極端に少雨の年が増えるとともに、

少雨の年と多雨の年の年降水量の開きが次第に大きくなりつつあり、極端な渇水は、取水制

限や吸水制限、断水等を招く恐れがある。 

出典：「気候変動への賢い適応」（2008 年、環境省地球温暖化影響・適応研究委員会） 

 

イ) 地下水 

 北勢地域の地盤沈下 

国土交通省の統計によると、平成 14 年から平成 19 年にかけて、三重県では、平成 17 年に

津市と松阪市と伊勢市を中心として、平成 19 年には松阪市と伊勢市を中心として、取水制限 

三重県においては、昭和 30 年代後半からの高度経済成長期の地下水利用の増大に伴い、広

い範囲で地盤が沈下するという現象が発生し、昭和 36（1961）年から平成 24（2012）年まで

の 51 年間に、桑名市長島町白鶏では、158cm の累積沈下量が記録されている。 

北勢地域の地盤沈下は、工業用地下水採取の大幅な削減や水道用水の地表水への転換など

により、沈静化傾向にある。しかし、平成 6（1994）年のような異常渇水時には、平年を大

幅に上回る年間 2cm 以上の地盤沈下地域が観測されている。このように地盤沈下は降水量等

の気象状況の影響を受けやすく、また、海抜 0m 地域にあっては年々わずかながらその地盤



 

 49 

高を低くしており、常に高潮・洪水・内水氾濫及び地震災害等の潜在的危険性の高い地域と

なっている。 

 
図 2.1.3.25 北勢地域主要水準点の沈下状況 

出典：「平成 26（2014）年度版 環境白書」（三重県、2014 年） 

 

 

 
図 2.1.3.26 規制地域内の地下水採取量と地盤沈下面積の推移 

出典：「平成 26（2014）年度版 環境白書」（三重県、2014 年） 
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(3) 自然生態系 
【凡例】「三重県との関連性」 

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

3111 陸 域 生
態系 

高 山
帯・亜高
山帯 

気温上昇や融雪時期の早期化等による高
山帯・亜高山帯の植生の衰退や分布の変
化が報告されている。 

Ｄ ムシトリスミレは、北海道、本州の中部以北と紀伊
山地、四国に生育する高山植物である。西日本では、
もともと産地が局地的であったうえに、園芸用採集
などにより減少している。三重県産の個体群は変種
「イイタカムシトリスミレ」とされており、県内の
飯高町が唯一の生育地である。また、ムシトリスミ
レは将来的にも出現範囲、生息地等の面積、成熟個
体数等の継続的な減少が予測されている。気候変動
による影響の有無は現段階では明らかではないが、
人為的な影響に気候変動の影響が重なれば、その出
現範囲や個体数の変化をさらに加速させる可能性
はある。 

「三重県指定希少野生動
植物種の指定」（三重県、
2004 年） 

3112   高山植物の開花期の早期化と開花期間の
短縮が起こることによる花粉媒介昆虫の
活動時期とのずれ（生物季節間の相互関
係の変化）も報告されている。 

Ｄ   

3121  自 然
林・二次
林 

気候変動に伴う自然林・二次林の分布適
域の移動や拡大の現状について、現時点
で確認された研究事例は限定的である。 

Ｄ   

3122   気温上昇の影響によって、過去から現在
にかけて落葉広葉樹が常緑広葉樹に置き
換わった可能性が高いと考えられている
箇所がある。 

Ｄ   

3131  里地・里
山 生 態
系 

気候変動に伴う里地・里山の構成種の変
化の現状について、現時点で網羅的な研
究事例はない。 

Ｄ   
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

3132   一部の地域において、ナラ枯れやタケの
分布域の拡大について、気候変動の影響
も指摘されているが、科学的に実証され
てはいない。 

Ｄ   

3141  人工林 一部の地域で、気温上昇と降水の時空間
分布の変化による水ストレスの増大によ
り、スギ林が衰退しているという報告が
ある。 

Ｂ 
(関東、関西、瀬戸

内地域の平野部、

九州地方を中心と

する西南日本) 

  

3151  野 生 鳥
獣被害 

日本全国でニホンジカやイノシシの分布
を経年比較した調査において、分布が拡
大していることが確認されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

三重県の「特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）（第
3 期）」によると、三重県におけるニホンジカの生
息分布の変化は下図のとおりであり、近年は、伊勢
湾岸の平野部を除いて、ほぼ三重県全域で生息が確
認されている。 

「特定鳥獣保護管理計画
（ニホンジカ）（第 3 期）」
（三重県、2012 年） 

3152   積雪深の低下に伴い、越冬地が高標高に
拡大したことが確認されている。 

Ｄ   

3153   ニホンジカの増加は狩猟による捕獲圧低
下、土地利用の変化、積雪深の減少など、
複合的な要因が指摘されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

  

3154   ニホンジカの分布拡大に伴う植生への食
害・剥皮被害等の影響が報告されている。 

Ｃ 
(特定してい

ない) 

三重県で実施されているニホンジカの生息頭数の
推計結果によると、三重県内においては、ニホンジ
カの生息頭数は減少傾向にあるが、農林業被害は
年々増加してきており、平成 22 年度のニホンジカ
による被害額は、全鳥獣被害額の約 50％を占めて
いる。以前は植栽木の枝葉食害による被害が多かっ
たが、最近では壮齢林における剥皮被害が増えてい
る。また、天然更新を目標とした造林においては食
害による更新阻害も起きている。被害は県内全域で
発生しており、被害対象木は大部分がスギ・ヒノキ
である。シカによる森林被害面積で見てみると、年
による変動があるものの、2005 年頃からは増加の
傾向が続いている。なお、四日市大学が発行した報
告書によると、三重県においては 1970 年以降植林
が減少しているが、一般的に更新阻害の被害は、植
林が行われるほど増加する傾向にあるため、森林被
害面積の増加とニホンジカの生息頭数の増加を単
純に結びつけることはできないことに留意する必
要がある。 

サスティナビリティ研究
所 調査報告書「"持続可
能な三重"を目指した低
炭素社会の構築に向け
て」（四日市大学 研究機
構、2010 年） 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

3155   野生鳥獣の分布拡大による生態系サービ
スへの影響について報告されているが、
気候変動との直接の因果関係や、気候変
動の寄与度については、明らかになって
いない。 

Ｄ 8 年度にかけて増え始めたという回答が多い。高地
生態系において気温の上昇や降水量の変化に起因
する積雪深の減少による動物の生息分布の拡大が
指摘されており、気候変動の進行によってこのよう
な野生鳥獣の分布拡大、農林業被害の増加が起きる
可能性も考えられる。 

三重県農業研究所のアンケート調査によると、シカ
をはじめ、サル、イノシシなどの野生鳥獣による農
林業被害は、平成元年前後から被害が目立ち始め、
特にシカの被害は平成 13年度～18年度にかけて増
え始めたという回答が多い。高地生態系において気
温の上昇や降水量の変化に起因する積雪深の減少
による動物の生息分布の拡大が指摘されており
（「気候変動への賢い適応」（環境省地球温暖化影
響・適応研究委員会、2008 年））、気候変動の進
行によってこのような野生鳥獣の分布拡大、農林業
被害の増加が起きる可能性も考えられる。 

「気候変動への賢い適
応」（環境省地球温暖化
影響・適応研究委員会、
2008 年） 
 
三重県獣害対策の基本的
な考え方、三重県獣害対
策プロジェクト 

3161  物 質 収
支 

気候変動に伴う物質収支への影響の現状
について、現時点で研究事例は限定的で
ある。 

Ｄ   

3162   日本の森林における土壌 GHG フラック
スは、1980 年から 2009 年にわたって、
CO2・N2O の放出、CH4 の吸収の増加が
確認されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

  

3163   降水の時空間分布の変化傾向が、森林の
水収支や土砂動態に影響を与えている可
能性があるが、長期データに乏しく、変
化状況を把握することは困難な状況とな
っている。 

Ｄ   
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

3211 淡 水 生
態系 

湖沼 湖沼生態系は、流域土地利用からの栄養
塩負荷の影響を受けるため、気候変動の
影響のみを検出しにくく、直接的に気候
変動の影響を明らかにした研究は日本に
はない。 
ただし、鹿児島県の池田湖において、暖
冬により循環期がなくなり、湖底の溶存
酸素が低下して貧酸素化する傾向が確認
されている。 

Ｄ   

3222  河川 我が国の河川は取水や流量調節が行われ
ているため気候変動よる河川の生態系へ
の影響を検出しにくく、現時点で気候変
動の直接的影響を捉えた研究成果は確認
できていない。 

Ｄ   

3231  湿原 湿原の生態系は気候変動以外の人為的な
影響を強く受けており、気候変動による
影響を直接的に論じた研究事例はない。 

Ｄ   

3232   一部の湿原で、気候変動による降水量の
減少や湿度低下、積雪深の減少が乾燥化
をもたらした可能性が指摘されている。 

Ｄ   

3311 沿 岸 生
態系 

亜熱帯 沖縄地域で、海水温の上昇により亜熱帯
性サンゴの白化現象の頻度が増大してい
る。 

Ｄ   

3312   太平洋房総半島以南と九州西岸北岸にお
ける温帯性サンゴの分布が北上してい
る。 

Ｄ   

3313   室内実験により、造礁サンゴ種の一部に
おいて石灰化量の低下が生じている可能
性が指摘されている。 

Ｃ 
(世界および

日本) 

  

3321  温帯・亜
寒帯 

日本沿岸の各所において、海水温の上昇
に伴い、低温性の種から高温性の種への
遷移が進行していることが確認されてい
る。 

Ｄ   
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

3322   既に起こっている海洋生態系の変化を、
海洋酸性化の影響として原因特定するこ
とは、現時点では難しいとされている。 

Ｄ   

3411 海 洋 生
態系 

海 洋 生
態系 

日本周辺海域ではとくに親潮域と混合水
域において、植物プランクトンの現存量
と一次生産力の減少が始まっている可能
性がある。ただし、未だ統一的な見解に
は収束していない。 

Ｄ   

3511 生 物 季
節 

生 物 季
節 

植物の開花の早まりや動物の初鳴きの早
まりなど、動植物の生物季節の変動につ
いて多数の報告が確認されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

津地方気象台では、偕楽公園の標本木でさくら（ソ
メイヨシノ）の開花（5～6 輪の花が開いた状態）
観測を行っているが、さくらの開花は有意に早ま
る傾向がみられ、50 年あたり約 6 日早まっている。
「気候変動への賢い適応」（2008 年、環境省地球温
暖化影響・適応研究委員会）においても、全国的
なさくらの開花早期化の傾向が地球温暖化に伴う
植物季節の変化として挙げられている。 
津地方気象台の観測によると、三重県のいろはかえ
での紅葉は有意に遅くなる傾向がみられ、50 年あ
たり約 15 日遅くなっている。「気候変動への賢い
適応」（2008 年、環境省地球温暖化影響・適応研
究委員会）においても、全国的なかえでの紅葉の遅
れの傾向が温暖化に伴う植物季節の変化として挙
げられている。 

「気候変化レポー
ト 2012 －関東甲
信・北陸・東海地方
－」（東京管区気象
台他、2012 年） 
 
「気候変化レポート 2012 
－関東甲信・北陸・東海
地方－」（東京管区気象
台他、2012 年） 

3611 分布・個
体 群 の
変動 

分布・個
体 群 の
変動 

昆虫などにおいて、分布の北限が高緯度
に広がるなど、気候変動による気温の上
昇の影響と考えれば説明が可能な分布域
の変化、ライフサイクル等の変化の事例
が確認されている。ただし、気候変動以
外の様々な要因も関わっているものと考
えられ、どこまでが気候変動の影響かを
示すことはむずかしい。 

Ｃ 
(日本全国) 

本来は九州、沖縄など南部に生息する昆虫や、さ
らには日本列島では見られないフィリピン、台湾
に生息する南方系の昆虫が北上（上陸）して、三
重県でも見られるようになってきている。早くか
ら蝶の仲間のヤクシマルリシジミやサツマシジミ
が見られ、ナガサキアゲハは県内全域で見られる
ようになった。通常三重県周辺では見られない鮮
やかな斑紋のツマグロヒョウモンが普通に見ら
れ、スミレの葉を餌にして定着した可能性が指摘
されている。 
 

みえの自然楽校 HP「地球
温暖化と昆虫たち」
http://www.pref.mie.lg.jp/M
IDORI/HP/shizen/index.sht
m、三重県農林水産部みど
り共生推進課 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

三重県では、生物多様性の保全を目的として、三
重県内で絶滅のおそれのある生き物をまとめた
「三重県レッドデータブック 2015」や、三重県土
全体の生物多様性の保全と持続可能な利用に向け
た取組を進めていくための計画を示した「みえ生
物多様性推進プラン」を編纂している。その中で、
三重県が生息域の南限となっている生物について
も触れられている。このような生物は、気候変動
による気温の上昇に伴って生息域の南限が北上
し、現在南限となっている地域で分布が確認でき
なくなる可能性がある。例として、シントウトガ
リネズミ、ヒメヒミズ、ヤチネズミはそれぞれ、
三重県が本州における分布の南限になっている
（「みえ生物多様性推進プラン」(三重県、2012 年)）
が、シントウトガリネズミは 1988 年を最後に三重
県における確認事例がなく、ヒメヒミズとヤチネ
ズミにおいては、生息環境が限定的かつ局地的で
あり、減少傾向にある（「三重県レッドデータブッ
ク 2005」(三重県、2005 年)）。様々な要因が想定さ
れ、気候変動の影響のみによるものとはいえない
が、気候変動が進行すればさらに県内での生息環
境が縮小する可能性があり、今後もその生息動向
を注視する必要がある。 

「三重県レッドデータブ
ック 2015」 
「みえ生物多様性推進プ
ラン」(三重県、2012 年) 
「三重県レッドデ
ータブック 2005」
(三重県、2005 年) 

3612   気候変動による外来生物の侵入・定着に
関する研究事例は現時点では確認されて
いない。 

Ｄ   

3613   野生鳥獣の分布拡大による生態系サービ
スへの影響について報告されているが、
気候変動との直接の因果関係や、気候変
動の寄与度については、明らかになって
いない。 

Ｄ   
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① 森林・高山生態系 

 ニホンジカの増加による農林業被害 

三重県の「特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）（第 3 期）」によると、三重県における

ニホンジカの生息分布の変化は下図のとおりであり、近年は、伊勢湾岸の平野部を除いて、

ほぼ三重県全域で生息が確認されている。 

 
図 2.1.3.27 三重県のニホンジカ生息域（メッシュは 5km メッシュ） 
出典：「特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）（第 3 期）」（三重県、2012 年） 

 

三重県で実施されているニホンジカの生息頭数の推計結果によると、三重県内においては、

ニホンジカの生息頭数は減少傾向にあるが、農林業被害は年々増加してきており、平成 22 年

度のニホンジカによる被害額は、全鳥獣被害額の約 50％を占めている。以前は植栽木の枝葉

食害による被害が多かったが、最近では壮齢林における剥皮被害が増えている。また、天然

更新を目標とした造林においては食害による更新阻害も起きている。被害は県内全域で発生

しており、被害対象木は大部分がスギ・ヒノキである。シカによる森林被害面積で見てみる

と、年による変動があるものの、2005 年頃からは増加の傾向が続いている。なお、四日市大

学が発行した報告書によると、三重県においては 1970 年以降植林が減少しているが、一般的

に更新阻害の被害は、植林が行われるほど増加する傾向にあるため、森林被害面積の増加と

ニホンジカの生息頭数の増加を単純に結びつけることはできないことに留意する必要がある。 
出典：サス調査報告書「"持続可能な三重"を目指した低炭素社会の構築に向けて」 

（四日市大学 研究機構、2010年）より 
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図 2.1.3.28 三重県におけるシカによる森林被害面積 

出典：「森林・林業統計書」（三重県、各年）より作成 

 

 

 
図 2.1.3.29（左）農林業被害金額の推移       （右）捕獲数の推移 

出典：「ニホンジカによる森林・林業被害とその対策方法」 
（三重県林業研究所） 

 

 野生鳥獣による農林業被害 

三重県農業研究所のアンケート調査によると、シカをはじめ、サル、イノシシなどの野生

鳥獣による農林業被害は、平成元年前後から被害が目立ち始め、特にシカの被害は平成 13 年

度～18 年度にかけて増え始めたという回答が多い。高地生態系において気温の上昇や降水量

の変化に起因する積雪深の減少による動物の生息分布の拡大が指摘されており、気候変動の

進行によってこのような野生鳥獣の分布拡大、農林業被害の増加が起きる可能性も考えられ

る。 
出典：「気候変動への賢い適応」（環境省地球温暖化影響・適応研究委員会、2008 年） 

「三重県獣害対策の基本的な考え方」（三重県獣害対策プロジェクト） 



 

 58 

 マツノマダラカミキリによる松枯れ 

現在、北海道を除く全国各地で発生している松枯れは、主にマツノマダラカミキリに寄生

するマツノザイセンチュウによるものが原因とされている。マツノザイセンチュウは北米か

らの外来生物であるが、これがマツの幹の中で増加することにより水の通りが阻害され、マ

ツの葉が枯れる。三重県では、1981 年（昭和 56 年）をピークに被害は減少している。その

理由として、過去に発生した松枯れにより、被害を受けるマツ自体が減少してしまったこと

が挙げられるが、近年では被害の減少が「下げ止まり」傾向にあり、依然として被害防止対

策が必要とされている。 

「気候変動への賢い適応」（2008 年、環境省地球温暖化影響・適応研究委員会）によれば、

マツノマダラカミキリの発育と分布は温度に規定され、全国のマツ枯れの拡大原因には、マ

ツ林の管理不足に加え、既に温暖な地域に病原を持った媒介昆虫が侵入することと、気温上

昇により寒冷地側にマツ枯れ危険地帯が拡大したことの両方が含まれると指摘されている。 

 

 
図 2.1.3.30 三重県におけるマツ枯れ被害の推移 

出典：三重県林業研究所ホームページ（http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/RIN/matsukui/newpage1.htm）  

 

 鎌ヶ岳ブナ原始林 

御在所岳の南に位置する鎌ヶ岳の海抜千 m 以上の北東及び南東斜面には、ブナの天然林が

あり、県の天然記念物に指定されている。比較的標高の低い地点に生育する貴重なブナ林で

あり、生育・分布状況に関して長期に渡るデータはないものの、気候変動の進行により規模

の縮小などの影響が危惧される。 
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 高山植物の減少 

ムシトリスミレは、北海道、本州の中部以北と紀伊山地、四国に生育する高山植物である。

西日本では、もともと産地が局地的であったうえに、園芸用採集などにより減少している。

三重県産の個体群は変種「イイタカムシトリスミレ」とされており、県内の飯高町が唯一の

生育地である。また、ムシトリスミレは将来的にも出現範囲、生息地等の面積、成熟個体数

等の継続的な減少が予測されている。気候変動による影響の有無は現段階では明らかではな

いが、人為的な影響に気候変動の影響が重なれば、その出現範囲や個体数の変化をさらに加

速させる可能性はある。 

 

 
図 2.1.3.31三重県にムシトリスミレの生息地及び写真 

出典：「三重県指定希少野生動植物種の指定」（三重県、2004 年）  
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② 淡水生態系 

 オオダイガハラサンショウウオの減少 

オオダイガハラサンショウウオは、紀伊半島から九州の中央構造線外帯を中心に分布する

小型のサンショウウオであり、三重県は、オオダイガハラサンショウウオの北限および東限

の生息地にあたる。三重県教育委員会の「三重県指定天然記念物オオダイガハラサンショウ

ウオ 保護管理指針」によると、オオダイガハラサンショウウオの生息に影響を与える要因

として、人為による生息地の消失や劣化、分断化や個体の違法捕獲とともに、地球規模の環

境変化が挙げられている。その中で、今後温暖化が進むと、オオダイガハラサンショウウオ

に代表される冷涼な気候を好む流水性小型サンショウウオの分布域が縮小する可能性がある

ことが示唆されている。自然度が高い環境に生息するため、人目に触れる機会は多くなく、

県内の生息状況については十分に把握されていない。 

 

 
図 2.1.3.32 オオダイガハラサンショウウオの三重県内の分布（市町別） 

出典：「三重県指定天然記念物オオダイガハラサンショウウオ 保護管理指針」（三重県教育委員会、2009 年） 
※三重県では津市、松阪市、大台町、紀北町、尾鷲市、熊野市、紀宝町の山間部に生息する。菰野町での生息は

不明な点が多い。 
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③ 沿岸生態系 

 シオマネキの減少 

シオマネキは県内に生息地点が数箇所認められるが極めて小規模な個体群で、かつ、生息

地の基盤が脆弱性であり、今後の動向に注視が必要とされる種である。シオマネキ類 2 種の

県内既知生息地は、かつては日本にける分布の東北限地であったが、近年は本州太平洋岸沿

いに分布を拡大しつつある。シオマネキの減少には、干潟などの生息域の減少が要因になっ

ていると考えられ、気候変動との因果関係については明らかではないが、気候変動に伴う分

布変化の可能性も含め、今後、注視していく必要があると考えられる。 

出典：「みえ生物多様性推進プラン」（三重県、2012 年） 

 

 

図 2.1.3.33 三重県におけるシオマネキ類の生息地及び写真 

（左：シオマネキ、右：ハクセンシオマネキ） 
出典：「三重県指定希少野生動植物種の指定」（三重県、2004 年）  
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 アカウミガメの減少 

アカウミガメは海を回遊しているため生息数の把握が困難であるが、産卵時に砂浜へ上陸

するため、産卵回数や上陸回数は個体群規模の目安として最適である。三重県では北は四日

市市楠町の吉崎海岸から、南は紀宝町の七里御浜まで、多くの砂浜でアカウミガメの産卵が

記録されており、中でも最も産卵数が多い志摩半島の砂浜では、2007 年は 46 回の産卵が確

認されている。しかし、数十年前にはひと夏に一ヶ所の砂浜で百頭近くものウミガメが産卵

していたとの報告もあり、三重県でもアカウミガメが減少傾向にあることが指摘されている。 

「気候変動への賢い適応」（2008 年、環境省地球温暖化影響・適応研究委員会）によれば、

全国でアカウミガメの産卵回数は 1990 年代に各地で急激に減少しているが、2000 年代に急

激に回復した場所もあり、地球温暖化との関連性は不明であるとされている。 
出典：自然観察指導員三重連絡会会報「三重のニュースレター」（自然観察指導員三重連絡会、2008年） 

 

 
図 2.1.3.34 日本国内におけるアカウミガメの主要産卵地での産卵回数の経年変化図 

出典：「日本ウミガメ協議会、ようこそウミガメの世界へ」http://www.umigame.org/index.html  

 

 

④ 生物季節・生物多様性 

 さくらの開花の早期化 

津地方気象台では、偕楽公園の標本木でさくら（ソメイヨシノ）の開花（5～6 輪の花が開

いた状態）観測を行っているが、さくらの開花は有意に早まる傾向がみられ、50 年あたり約

6 日早まっている。「気候変動への賢い適応」（2008 年、環境省地球温暖化影響・適応研究

委員会）においても、全国的なさくらの開花早期化の傾向が地球温暖化に伴う植物季節の変

化として挙げられている。 
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図 2.1.3.35 津地方気象台のさくらの開花日（平年：3 月 30 日） 

出典：「気候変化レポート 2012 －関東甲信・北陸・東海地方－」（東京管区気象台他、2012 年）  

 

 いろはかえでの紅葉の遅延化 

津地方気象台の観測によると、三重県のいろはかえでの紅葉は有意に遅くなる傾向がみら

れ、50 年あたり約 15 日遅くなっている。「気候変動への賢い適応」（2008 年、環境省地球

温暖化影響・適応研究委員会）においても、全国的なかえでの紅葉の遅れの傾向が温暖化に

伴う植物季節の変化として挙げられている。 

 

 
図 2.1.3.36  津地方気象台のかえでの紅葉日（平年：11 月 26 日） 

出典：「気候変化レポート 2012 －関東甲信・北陸・東海地方－」（東京管区気象台他、2012 年）  
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 三重県を南限の生息域とする生物種の減少 

三重県では、生物多様性の保全を目的として、三重県内で絶滅のおそれのある生き物をま

とめた「三重県レッドデータブック 2015」や、三重県土全体の生物多様性の保全と持続可能

な利用に向けた取組を進めていくための計画を示した「みえ生物多様性推進プラン」を編纂

している。その中で、三重県が生息域の南限となっている生物についても触れられている。

このような生物は、気候変動による気温の上昇に伴って生息域の南限が北上し、現在南限と

なっている地域で分布が確認できなくなる可能性がある。例として、シントウトガリネズミ、

ヒメヒミズ、ヤチネズミはそれぞれ、三重県が本州における分布の南限になっているが、シ

ントウトガリネズミは 1988 年を最後に三重県における確認事例がなく、ヒメヒミズとヤチネ

ズミにおいては、生息環境が限定的かつ局地的であり、減少傾向にある。様々な要因が想定

され、気候変動の影響のみによるものとはいえないが、気候変動が進行すればさらに県内で

の生息環境が縮小する可能性があり、今後もその生息動向を注視する必要がある。 

以下に、自然生態系分野で既に現れている影響事象（気候変動との関係性がまだ明確では

ないものも含む）を一覧で示す。 
出典：「みえ生物多様性推進プラン」（三重県、2012 年） 
「三重県レッドデータブック 2005」（三重県、2005 年） 

 

 蝶類の分布の変化 

本来は九州、沖縄など南部に生息する昆虫や、さらには日本列島では見られないフィリピ

ン、台湾に生息する南方系の昆虫が北上（上陸）して、三重県でも見られるようになってき

ている。早くから蝶の仲間のヤクシマルリシジミやサツマシジミが見られ、ナガサキアゲハ

は県内全域で見られるようになった。通常三重県周辺では見られない鮮やかな斑紋のツマグ

ロヒョウモンが普通に見られ、スミレの葉を餌にして定着した可能性が指摘されている。 
出典：みえの自然楽校 HP「地球温暖化と昆虫たち」http://www.pref.mie.lg.jp/MIDORI/HP/shizen/index.shtm 

（三重県農林水産部みどり共生推進課） 
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(4) 自然災害・沿岸域 
【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

4111 河川 洪水 既往降雨データの分析によると、比較的
多頻度の大雨事象については、その発生
頻度が経年的に増加傾向にあることが示
されている。この傾向が気候変動による
ものであるとの十分な科学的根拠は未だ
得られていない。 

－ 三重県では、局地的な大雨の発生回数は増加傾向に
ある。特に、最近 10 年間（昭和 59 年～平成 5 年）
における「非常に激しい雨（1 時間降水量 50 ミリ
以上）」の回数は、30 年前の 10 年間（平成 16 年
～25 年）と比較して約 1.2 倍であるとともに、「猛
烈な雨（1 時間降水量 80 ミリ以上）」の観測回数
にいたっては、3.5 倍もの増加となっています。 

三重県新風水害対策行動
計画（三重県、平成 27 年
3 月） 

4112   浸水面積の経年変化は全体として減少傾
向にある。この傾向を説明する主たる要
因として治水対策の進展があげられる。 
一方、浸水面積あたりの被害額は増加傾
向にある 

Ｃ 
(日本全国) 

洪水による被害は、さまざまな治水対策の進展によ
り、全国的に見ると浸水面積や浸水家屋数は減少傾
向にあるが、そうした中において、特に平成 16 年
は、観測史上最多となる 10 個の台風が上陸するな
ど、被害が大きな年となっている。三重県における
洪水被害の状況は、県全体としては全国傾向と同じ
く浸水面積と浸水家屋数は、やや低減傾向となって
いる。 
三重県では、東海豪雨をもたらした平成 12 年台風
第 14 号により、県北部を中心に大きな浸水被害が
あり、平成 23 年の紀伊半島大水害による浸水被害
が、県南部とりわけ紀南地域において顕著であっ
た。 
また、より深刻な家屋被害として、全壊（流出を含
む）もしくは半壊に至った家屋数は、最近 10 年間
の被害が極めて大きいものとなっており、紀伊半島
大水害による被害が甚大であったことが分かる。 

三重県新風水害対策行動
計画（三重県、平成 27 年
3 月） 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

4113   これまでの治水整備により達成された水
害に対する安全度は、現在気候を前提に
した場合でも、計画上の目標に対して相
当不足している。 

－   

4114   日本は過去 100 年のによる水害に関して
依然として脆弱性を抱えており、気候変
動がより厳しい降雨状況をもたらすとす
れば、その影響は相当に大きい可能性が
ある。 

－ 一方、県内各地域の洪水災害による被害も過去 10
年ほどの間に多数報告されている。例えば、2004
年（平成 16 年）9 月には、台風 21 号と秋雨前線に
より、約 5,500ha の水害区域面積、床下浸水が 3,459
棟、床上浸水が 2,690 棟と、浸水家屋数計 6,000 棟
を超える甚大な洪水災害が報告された。 

三重県風水害等対策アク
シ ョ ン プ ラ グ ラ ム
http://www.bosaimie.jp/mh
200.htm 

4121  内水 既往降雨データの分析によると、比較的
多頻度の大雨事象については、その発生
頻度が経年的に増加傾向にあり、年超過
確率 1/5 や 1/10 の、短時間に集中する降
雨の強度が過去 50 年間で有意に増大し
てきている。これらの変化傾向が気候変
動によるものであるとの十分な科学的根
拠は未だ得られていない。 

C 
(日本全国) 

  

4122   これまでの下水道整備により達成された
水害に対する安全度は、現在気候を前提
にした場合でも、計画上の目標に対して
相当不足している。 

   

4123   このような短時間に集中する降雨の頻度
および強度の増加は、浸水対策の達成レ
ベルが低い都市部における近年の内水被
害の頻発に寄与している可能性がある。 

   

4211 沿岸 海 面 上
昇 

1980 年以降の日本周辺の海面水位が上
昇傾向（＋1.1 mm/年）にあることが、潮
位観測記録の解析結果より報告されてい
る。 

D 
(日本沿岸

域) 

2012 年（平成 24 年）9 月 28 日から 10 月 1 日にか
けて全国に影響を及ぼした台風第 17 号の上陸時
に、東海地方を中心に太平洋沿岸において既往最高
潮位を観測し、各地で高潮被害が発生した。三重県
では、熊野市と鳥羽市の観測地点において既往最高
潮位を更新している。 

報道発表資料「台風第 17
号で記録した潮位につい
て 」 （ 気 象 庁 ）
http://www.jma.go.jp/jma/p
ress/1210/01a/choiT1217.ht
ml 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

気象庁の報道発表（2012 年 10 月 1 日 台風第 17
号で記録した潮位について）では、この要因として、
台風による吸い上げ・吹き寄せ効果があったこと、
海水温が高いことなどにより一年の中で最も潮位
が高くなる時期であったこと、9 月 30 日が満月で
大潮であったこと、台風通過時間帯が満潮時間帯で
あったことの 4 つの条件が重なったことが指摘さ
れている。さらに、東海地方では特に静岡県を中心
に異常潮位により潮位が平常時よりも高い状態と
なっており、この影響が高潮に加わったとみられて
いる。異常潮位の原因は、黒潮を起源とする暖かい
海水が 9 月下旬に静岡県沿岸に流れ込んだためと
推測される。 

4212   現時点で、海面水位の上昇により生じた
障害の報告は無い。 

   

4213   潮汐記録より、気候変動、海流の変化等
に由来する海面位置の変動を抽出するた
めには地殻変動の大きさを正確に評価す
ることが必要である。 

   

4221  高潮・高
波 

気候変動による海面上昇や台風の強度の
増加が高潮や高波に与える影響及びそれ
に伴う被害に関しては、現時点で具体的
な研究事例は確認できていない。高潮に
ついては、極端な高潮位の発生が、1975
年以降全世界的に増加している可能性が
指摘されている。 
高波については、太平洋沿岸で秋季から
冬季にかけての波高の増大等が、日本海
沿岸で冬型気圧配置の変化による高波の
波高及び周期の増加等の事例が確認され
ているが、これが気候変動によるもので
あるとの科学的根拠は未だ得られていな
い。 

D：全世界 三重県の伊勢湾・熊野灘等の沿岸地域では、高潮・
高波被害が報告されている。熊野灘では、高潮や高
波により前浜の消失や後退、離岸堤や消波堤の洗
掘・沈下が発生しており、そのために越波被害や海
岸保全施設の被災が発生している。また、河川から
の供給土砂量の減少、港湾や漁港による漂砂系（流
砂系は河道内の土砂の流れでは？）の遮断等によ
り、海浜への土砂供給量が減少し、海岸侵食が進行
している。伊勢湾では過去に伊勢湾台風をはじめ甚
大な高潮災害に見舞われた経験から、災害に関する
安全性を確保すべく海岸保全施設の整備と適正な
管理が着実に進められている。しかし、これらの施
設の中には築後 30～50 年を経過するものもあり、
そのため老朽化や洗掘等による機能低下が懸念さ
れている。 

和歌山県報道発表資料 
三重県報道発表資料 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

4231  海 岸 侵
食 

気候変動による海面の上昇や台風の強度
の増加が、既に海岸侵食に影響を及ぼし
ているかについては、現時点で具体的な
研究事例は確認できていない。 

   

4311 山地 土 石
流・地す
べり等 

気候変動と土砂災害等の被害規模とを直
接関連づけて分析した研究・報告は多く
はなく、また、気候変動と土砂災害の発
生形態との関係は現時点では不明確な部
分が多い。 

 三重県では、1999年から2008年の間に大小含め638
回の土砂災害（土石流・地すべり・がけ崩れ）が発
生している。特に、2004 年 9 月の台風第 21 号、秋
雨前線により、当時の宮川村（現 大台町）で大規
模な土砂災害が発生し、甚大な被害がもたらされ
た。 
平成 11年から平成 20年までの 10年間の発生状況、
及び平成 16 年から平成 25 年までの 10 年間の発生
状況を比較すると、この 5 年の間に、発生回数は増
加傾向を示しており、土砂災害のリスクはますます
高まってきていると言えるのでないか。 

（三重県風水害等対策ア
クションプラグラム） 
三重県新風水害対策行動
計画（三重県、平成 27 年
3 月） 

4312   ただし、過去 30 年程度の間で 50mm／時
間以上の豪雨の発生頻度は増加してお
り、集落等に影響する土砂災害の年間発
生件数も増加しているとの報告がある。
また、深層崩壊の発生件数も、データ数
は少ないものの、近年は増加傾向がうか
がえるとの報告がある。 

C 
(日本全国) 

  

4313   一部の地域で暖冬小雪傾向の後に豪雪が
続き、降積雪の年変動が大きくなる事例
等が報告されているが、雪害の問題に関
して、現時点で具体的な研究事例は確認
できていない。 

   

4411 その他 強風等 気候変動に伴う強風・強い台風の増加等
による被害の増加について、現時点で具
体的な研究事例は確認できてない。 

   

4412   気候変動による竜巻の発生頻度の変化に
ついても、現時点で具体的な研究事例は
確認できてない。 

 三重県においては、津地方気象台に残る記録では、
死亡に至ったような竜巻事例は確認されていない
が、毎年のように発生し物的被害をもたらすなど、
確かな痕跡を残している。 

三重県新風水害対策行動
計画（三重県、平成 27 年
3 月） 
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① 近年の水災害 

 2004 年（平成 16）年台風第 21 号による災害 

平成 16 年 9 月 29 日、台風第 21 号の影響を受けた秋雨前線の活動が活発化し、県南部を中

心とした地域に豪雨をもたらし、各地で床上浸水するとともに、旧宮川村では土砂災害が発

生した。この結果、9 人が死亡、1 人が行方不明となるほか、住家被害が 6,246 世帯に及んだ。 

市町村別の死者・行方不明者は、旧宮川村で死者 6 人、行方不明者 1 人、旧海山町で死者

2 人、松阪市で死者 1 人となっている。原因としては、土砂崩れや土石流による犠牲者が 7

人、洪水による犠牲者が 3 人となっている。 

県内 66 市町村（当時）のうち、32 市町村で 6,246 世帯の住家被害が発生した。 

県南部の赤羽川、船津川や横輪川などの河川で破堤したほか、多くの河川で堤防の決壊や

越水などが多数発生し、伊勢市、旧紀伊長島町、旧海山町の居住地域等で大規模な浸水があ

った。また、旧宮川村では、宮川の流域でがけ崩れや土石流が発生し、民家が押し流された

り、土砂に埋没する住家被害が発生した。 

 

 
図 2.1.3.37 旧宮川村（現大台町）滝谷地区 

出典：三重県新風水害対策行動計画（三重県、平成 27 年 3 月） 

 

 2011 年（平成 23 年）台風 12 号による大水害 

2011 年（平成 23 年）9 月、大型の台風 12 号により、日本付近に湿った空気が長期間流れ

込み、西日本から北日本の広い範囲で記録的な大雨がもたらされた。三重県においては、台

風の接近に伴い、8 月 30 日夜から雨が降り始め、9 月 1 日から 5 日朝にかけて激しい雨が降

り、紀勢・東紀州を中心に記録的な大雨となった。その結果、各地で浸水被害や土砂災害が

発生し、死者 2 名・行方不明者 1 名、住家被害 2,763 棟に及ぶ大災害となった。特に熊野市、

御浜町、紀宝町の被害が甚大であったため、災害救助法が適用され、うち熊野市と紀宝町に

ついては被災者生活再建支援法が適用された。 

 この大型台風の発生と気候変動との因果関係については明らかではないが、将来、気候

変動が進行することで台風が強大化する可能性は指摘されており、それに伴いこのような記

録的な大雨の頻度が増し、同様の人的被害、住家被害が生じる可能性がある。 
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図 2.1.3.38 2011 年(平成 23 年)台風 12 号での積算降水量分布図 

（8 月 30 日 20 時～9 月 5 日 12 時） 
出典：紀伊半島大水害～平成 23 年台風 12 号による災害の記録～ 

http://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/taisaku/kiihanntoudaisuigai/index.htm  

 

台風 12 号は、降り始めからの総降水量（8 月 30 日 20 時から 9 月 5 日 12 時まで）は、大

台町宮川で 1630.0 ミリ、御浜で 1085.5 ミリを観測する記録的な降水量となり、24 時間降水

量では、大台町宮川、御浜、紀北町紀伊長島、熊野新鹿、いなべ市北勢で観測史上最大を記

録した。 

県内の気象官署及び特別地域気象観測所 4 ヶ所においても、9 月 4 日に 100mm～500mm を

超える日降水量を観測している。 
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表 2.1.3.2 住家被害等の状況  

 
出典：紀伊半島大水害～平成 23 年台風 12 号による災害の記録～ 

http://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/taisaku/kiihanntoudaisuigai/index.htm  

 

 
図 2.1.3.39 相野谷川の氾濫（紀宝町鮒田地区） 

出典：紀伊半島大水害～平成 23 年台風 12 号による災害の記録～  
http://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/taisaku/kiihanntoudaisuigai/index.htm 

 

 大雨の発生回数の増加と、最近の主な洪水災害 

三重県では、局地的な大雨の発生回数は増加傾向にある。特に、最近 10 年間（昭和 59 年

～平成 5 年）における「非常に激しい雨（1 時間降水量 50 ミリ以上）」の回数は、30 年前の

10 年間（平成 16 年～25 年）と比較して約 1.2 倍であるとともに、「猛烈な雨（1 時間降水量

80 ミリ以上）」の観測回数にいたっては、3.5 倍もの増加となっている。 

一方、県内各地域の洪水災害による被害も過去 10 年ほどの間に多数報告されている。例え

ば、2004 年（平成 16 年）9 月には、台風 21 号と秋雨前線により、約 5,500ha の水害区域面

積、床下浸水が 3,459 棟、床上浸水が 2,690 棟と、浸水家屋数計 6,000 棟を超える甚大な洪水

災害が報告された。 
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図 2.1.3.40 時間降水量 80mm 以上の年間発生回数（20 地点あたり） 

出典：三重県新風水害対策行動計画（三重県、平成 27 年 3 月）  

 

表 2.1.3.3 住家被害等の状況  

 
出典：三重県風水害等対策アクションプラグラム  

http://www.bosaimie.jp/mh200.html 

 

 地域別の洪水災害の傾向 

洪水による被害は、さまざまな治水対策の進展により、全国的に見ると浸水面積や浸水家

屋数は減少傾向にあるが、そうした中において、特に平成 16 年は、観測史上最多となる 10

個の台風が上陸するなど、被害が大きな年であった。三重県における洪水被害の状況は、県

全体としては全国傾向と同じく浸水面積と浸水家屋数は、やや低減傾向となっている。 

三重県では、東海豪雨をもたらした平成 12 年台風第 14 号により、県北部を中心に大きな

浸水被害があり、平成 23 年の紀伊半島大水害による浸水被害が、県南部とりわけ紀南地域に

おいて顕著であった。 

また、より深刻な家屋被害として、全壊（流出を含む）もしくは半壊に至った家屋数は、

最近 10 年間の被害が極めて大きいものとなっており、紀伊半島大水害による被害が甚大であ

ったことが分かる。 
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図 2.1.3.41 県内の最近の洪水災害による市町別被害状況 

（左：平成 11 年～20 年、右：平成 15 年～24 年） 
出典：三重県新風水害対策行動計画（三重県、平成 27 年 3 月）  

 

 沿岸部における台風による最高潮位の更新 

2012 年（平成 24 年）9 月 28 日から 10 月 1 日にかけて全国に影響を及ぼした台風第 17 号

の上陸時に、東海地方を中心に太平洋沿岸において既往最高潮位を観測し、各地で高潮被害

が発生した。三重県では、熊野市と鳥羽市の観測地点において既往最高潮位を更新している。 

気象庁の報道発表（2012 年 10 月 1 日 台風第 17 号で記録した潮位について）では、この

要因として、台風による吸い上げ・吹き寄せ効果があったこと、海水温が高いことなどによ

り一年の中で最も潮位が高くなる時期であったこと、9 月 30 日が満月で大潮であったこと、

台風通過時間帯が満潮時間帯であったことの 4 つの条件が重なったことが指摘されている。

さらに、東海地方では特に静岡県を中心に異常潮位により潮位が平常時よりも高い状態とな

っており、この影響が高潮に加わったとみられている。異常潮位の原因は、黒潮を起源とす

る暖かい海水が 9 月下旬に静岡県沿岸に流れ込んだためと推測される。 
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表 2.1.3.4 2012 年の台風 17 号で最高潮位を更新した地点（2012 年 10 月 1 日時点の速報値） 

 
出典：報道発表資料「台風第 17 号で記録した潮位について」（気象庁）  

http://www.jma.go.jp/jma/press/1210/01a/choiT1217.html 

 

 

② 沿岸域 

 高潮・高波被害 

三重県の伊勢湾・熊野灘等の沿岸地域では、高潮・高波被害が報告されている。熊野灘で

は、高潮や高波により前浜の消失や後退、離岸堤や消波堤の洗掘・沈下が発生しており、そ

のために越波被害や海岸保全施設の被災が発生している。また、河川からの供給土砂量の減

少、港湾や漁港による漂砂系の遮断等により、海浜への土砂供給量が減少し、海岸侵食が進

行している。伊勢湾では過去に伊勢湾台風をはじめ甚大な高潮災害に見舞われた経験から、

災害に関する安全性を確保すべく海岸保全施設の整備と適正な管理が着実に進められている。

しかし、これらの施設の中には築後 30～50 年を経過するものもあり、そのため老朽化や洗掘

等による機能低下が懸念されている。 

 

 
図 2.1.3.42 平成 9 年台風 21 号による熊野灘の越波状況（右）熊野灘の海岸侵食 

出典：（左）和歌山県報道発表資料（右）三重県報道発表資料 
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③ 山地 

 地域別の土砂災害被害 

三重県では、1999 年から 2008 年の間に大小含め 638 回の土砂災害（土石流・地すべり・

がけ崩れ）が発生している。特に、2004 年 9 月の台風第 21 号、秋雨前線により、当時の宮

川村（現 大台町）で大規模な土砂災害が発生し、甚大な被害がもたらされた。 

平成 11 年から平成 20 年までの 10 年間の発生状況、及び平成 16 年から平成 25 年までの

10 年間の発生状況を比較すると、この 5 年の間に、発生回数は増加傾向を示しており、土砂

災害のリスクはますます高まってきている可能性がある。 

出典：三重風水害等対策アクションプログラム 

 

 
図 2.1.3.43 三重県の土石流・地すべり・がけ崩れ 市町別発生状況 

（左：平成 11 年～20 年、右：平成 16 年～25 年） 
出典：三重県新風水害対策行動計画（三重県、平成 27 年 3 月）  
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④ その他 

 竜巻による災害被害 

三重県においては、津地方気象台に残る記録では、死亡に至ったような竜巻事例は確認さ

れていないが、毎年のように発生し物的被害をもたらすなど、確かな痕跡を残している。 

 

表 2.1.3.5 三重県における近年の主な竜巻被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：三重県新風水害対策行動計画（三重県、平成 27 年 3 月）  
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⑤ 水害被害額の長期的な傾向 

 水害被害額の傾向 

1962 年（昭和 37 年）以降に三重県で発生した水害の一般資産等被害をみると、1997 年（平

成 9 年）や 2004 年（平成 16 年）などの近年において、調査開始以来、最大規模の被害額が

報告されている。 
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図 2.1.3.44 県内の過去の一般資産等被害額 

出典：国土交通省水害統計調査結果より作成 
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(5) 健康 
【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

5111 冬 季 の
温暖化 

冬 季 死
亡率 

冬季の気温の上昇に伴い冬季死亡率が低
下しているという具体的な研究事例は現
時点では確認できていない。 

Ｄ   

5211 暑熱 死 亡 リ
スク 

気温の上昇による超過死亡（直接・間接
を問わずある疾患により総死亡がどの程
度増加したかを示す指標）の増加は既に
生じていることが世界的に確認されてい
る。 

Ｄ   

5221  熱中症 気候変動の影響とは言い切れないもの
の、熱中症搬送者数の増加が全国各地で
報告されている。 

Ａ 
(三重県) 

 
Ｂ 

(仙台市、千
葉市、横浜
市、川崎市、
名古屋市、大
阪市、神戸
市、広島市、
北九州市、東
京 23 区、都
下市町村) 

近年、暑熱の影響として、日本全国で夏季に多数の
熱中症患者が報告されている。三重県では、近年、
各地域の消防本部において熱中症による救急搬送
者数や死亡者数の集計が順次開始されているが、夏
季に発生する熱中症被害者数については、平成 21
年度以降、県内全ての消防本部において集計される
ようになった。 
各消防本部の集計結果によると、過去 4 年間（平成
21～24 年度）における救急搬送者数のうち、平成
22 年度以降の 3 年間の報告数は平成 21 年度に比べ
倍以上と多くなっている（平成 24 年度の救急搬送
者数は 754 人）。症状別にみると軽症が 70%を超え、
中等症とあわせると 90%を超えている。 

 

三重県各消防本部提供
資料より作成 
 
平成 26 年夏期の熱中症
による救急搬送の状況
（消防の動き’14 年 11
月号、消防庁救急企画
室） 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

尾鷲市と北牟婁郡紀北町を管轄する三重紀北消防
組合消防本部は、平成元年から熱中症による救急搬
送者数を集計している。この結果から、尾鷲市と紀
北町で報告される救急搬送者数は集計開始年から
増加傾向にあり、特に最近 5 年間に関しては年によ
って 15 人を超える搬送者数が報告されていること
がわかる。 
参考として、全国の 2014 年の都道府県別の熱中症
搬送者数も示す。 

5222   労働効率への影響等、死亡・疾病に至ら
ない健康影響については、国内の報告は
限られている。 

Ｄ   

5311 感染症 水系・食
品 媒 介
性 感 染
症 

気候変動による水系・食品媒介性感染症
のリスクの増加について、現時点で研究
事例は限定的にしか確認できておらず、
気候変動との関連は明確ではない。 

Ｄ   

5321  節 足 動
物 媒 介
感染症 

デング熱等の感染症を媒介する蚊（ヒト
スジシマカ）の生息域が東北地方北部ま
で拡大していることが確認されている。
また、気候変動とは直接関係しないが、
2014 年には都内の公園で多数の人がデ
ング熱に罹患する事象が発生した。 

Ｃ 
(日本全国) 

 

国内に存在する感染症で気候変動との関係性が指
摘されている代表的なものとして、デング熱、マラ
リア、日本脳炎がある。現在、三重県内においてい
ずれも大きな流行は発生していないが、将来、気候
変動により媒介蚊の生息域が拡大したりウイルス
の活動が活発化すれば、再発・再流行する可能性は
考えられる。 
 
国内の報告例のほとんどは東南アジアからの輸入
例で、国内では、1940 年代前半に流行し、その後、
国内感染例は確認されていなかったが、2014 年に
確認されている。 
 

三重県感染症情報セン
ターホームページより
作成 
http://www.kenkou.pref.m
ie.jp/kansenmenu.htm 
 
みえの感染症ガイドブ
ック、三重県感染症情報
センター 
http://www.kenkou.pref.m
ie.jp/kansen_guidebook_h
p/7kansensyou/4-19dengu
.htm 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

     日本脳炎は主にコガタアカイエカによって媒介さ
れる日本脳炎ウイルスによるウイルス感染症であ
り、人に重篤な急性脳炎を引きおこす。人から人へ
の感染はなく、ブタなどの体内でいったん増えて血
液中に溶出したウイルスを、コガタアカイエカが吸
血時に取り込み、1〜2 週間後にその蚊に人が刺さ
れると感染する。コガタアカイエカは日本のような
温帯地域の水田などに生息しており、世界的には年
間 3〜4 万人の日本脳炎患者が報告されているが、
日本ではワクチン接種により流行が阻止されてい
る。 
三重県保健環境研究所では、厚生労働省の感染症流
行予測調査事業の一環として、毎年初夏～初秋に県
内産ブタの日本脳炎ウイルスに対する抗体保有状
況調査を行っている。この調査結果から、近年の三
重県における日本脳炎ウイルスのブタへの感染状
況を把握している。 
「気候変動への賢い適応」（2008 年、環境省地球温
暖化影響・適応研究委員会）によれば、インド、中
国、東南アジアなどでは Culex vishnui が重要な日
本脳炎媒介蚊であり、従来日本には分布していなか
ったが、1992 年に石垣島、2002 年に沖縄で存在が
確認された。Culex vishnui の侵入がすぐに日本脳炎
患者数の増加に結びつくわけではないが、日本にお
ける日本脳炎患者数の減少はコガタアカイエカの
減少が要素の一つと考えられているため、新たな媒
介蚊の侵入は日本脳炎ウイルス感染を考える上で
注視すべき現象と指摘されている。 
セアカゴケグモはオーストラリア原産と考えられ
ているクモで、コブラ毒に匹敵する毒をもってお
り、咬まれて毒が回ると発汗や吐き気、頭痛等の症
状が出る。1995 年に高石市や四日市市で発見され
たが、現在では大阪府や三重県以外にも兵庫県、愛
知県、京都府などで確認されている。低温に弱いと
されており、地球温暖化の影響で冬季の気温が上が
った結果、日本でも越冬して発生を繰り返している
との見方が有力である。 
 

三重県感染症情報セン
ターホームページより
作成 
http://www.kenkou.pref.m
ie.jp/topic/myco/myco.ht
m 
 
地球温暖化と感染症、環
境省 
 
みえの自然楽校、三重県
農林水産部みどり共生
推進課、
http://www.pref.mie.lg.jp/
MIDORI/HP/shizen/index
.shtm 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

     県内では、主に桑名市、四日市市、松阪市、多気町
内で確認されている。 

 

5322   他にも気候変動により感染リスクが増加
する可能性のある感染症があるが、現時
点で日本における具体的な研究事例は確
認できていない。 

Ｄ   

5331  そ の 他
の 感 染
症 

水系・食品媒介性感染症や節足動物媒介
感染症以外の感染症においても、発生の
季節性の変化や、発生と気温・湿度との
関連を指摘する報告事例が確認されてい
る。 
ただし、その他の社会的要因、生物的要
因の影響が大きいことから、現時点では
詳細なメカニズムについての知見が十分
ではない。 

Ｄ   

5411 その他 その他 健康に係る複合影響として数多く報告さ
れているのは、気温上昇と大気汚染に関
するもので、気温上昇による生成反応の
促進等により、粒子状物質を含む様々な
汚染物質の濃度が変化していることが報
告されている。 

Ｄ   

5412   局地的豪雨に伴う洪水により合流式下水
道での越流が起こると閉鎖的水域や河川
の下流における水質が汚染され、下痢症
発症をもたらすことが想定される。日本
同様の雨水処理方式をとる米国で報告が
あるが日本では具体的な報告にはなって
いない。 

Ｄ   
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

5413   暑熱に対しての脆弱集団としては高齢者
が取り上げられることが多いが、米国で
は小児あるいは胎児（妊婦）への影響が
報告されている。日本ではこの部分の情
報が欠落している。 

Ｄ   

5414   労働効率への影響等、死亡・疾病に至ら
ない健康影響についても、国内の報告は
限られている。 

Ｄ   
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① 暑熱 

 近年の熱中症による救急搬送数 

近年、暑熱の影響として、日本全国で夏季に多数の熱中症患者が報告されている。三重県

では、近年、各地域の消防本部において熱中症による救急搬送者数や死亡者数の集計が順次

開始されているが、夏季に発生する熱中症被害者数については、平成 21 年度以降、県内全て

の消防本部において集計されるようになった。 

各消防本部の集計結果によると、過去 4 年間（平成 21～24 年度）における救急搬送者数の

うち、平成 22 年度以降の 3 年間の報告数は平成 21 年度に比べ倍以上と多くなっている（平

成 24 年度の救急搬送者数は 754 人）。症状別にみると軽症が 70%を超え、中等症とあわせる

と 90%を超えている。 
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図 2.1.3.45 夏季における熱中症による救急搬送者数（世代別） 

出典：三重県各消防本部提供資料より作成 
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図 2.1.3.46 夏季における熱中症被害者の割合（症状程度別） 

出典：三重県各消防本部提供資料より作成  
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尾鷲市と北牟婁郡紀北町を管轄する三重紀北消防組合消防本部は、平成元年から熱中症に

よる救急搬送者数を集計している。この結果から、尾鷲市と紀北町で報告される救急搬送者

数は集計開始年から増加傾向にあり、特に最近 5 年間に関しては年によって 15 人を超える搬

送者数が報告されていることがわかる。 
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図 2.1.3.47 尾鷲市、紀北町における熱中症救急搬送者数 

出典：三重県各消防本部提供資料より作成  

 

参考として、全国の 2014 年の都道府県別の熱中症搬送者数も示す。 

 

 
図 2.1.3.48 夏季の都道府県別月別熱中症傷病者搬送状況 

出典：平成 26 年夏期の熱中症による救急搬送の状況（消防の動き’14 年 11 月号、消防庁救急企画室）  

 

② 感染症 

国内に存在する感染症で気候変動との関係性が指摘されている代表的なものとして、デン

グ熱、マラリア、日本脳炎がある。現在、三重県内においていずれも大きな流行は発生して

いないが、将来、気候変動により媒介蚊の生息域が拡大したりウイルスの活動が活発化すれ

ば、再発・再流行する可能性は考えられる。 
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表 2.1.3.6 三重県内における感染症の報告患者数 
感 染

症名 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

デ ン

グ熱 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 4 0 6 

マ ラ

リア 
1 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

日 本

脳炎 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

出典：三重県感染症情報センターホームページより作成  
http://www.kenkou.pref.mie.jp/kansenmenu.htm 

 

 デング熱 

デング熱とは、蚊（ネッタイシマカやヒトスジシマカ）によって媒介されるデングウイル

スの感染症である。比較的軽症のデング熱と、重症型のデング出血熱とがある。 

デング熱の症状は、感染 3～7 日後、突然の発熱で始まり、頭痛特に眼窩痛・筋肉痛・関節

痛を伴うことが多く、食欲不振、腹痛、便秘を伴うこともある。発症後、3～4 日後より胸部・

体幹から始まる発疹が出現し、四肢・顔面へ広がる。 

デング出血熱は、デングウイルス感染後、デング熱とほぼ同様に発症し経過した患者の一

部において突然、血漿漏出と出血傾向を主症状とするデング出血熱となる。重篤な症状は、

発熱が終わり平熱に戻りかけたときに起こることが特徴的である。患者は不安・興奮状態と

なり、発汗がみられ、四肢は冷たくなる。極めて高率に胸水や腹水がみられる。また、肝臓

の腫脹、補体の活性化、血小板減少、血液凝固時間延長がみられる。細かい点状出血が多く

の例でみられる。さらに出血熱の名が示すように、10～20%の例で鼻出血・消化管出血等が

みられる。しかし、症状の主体は血漿漏出である。血漿漏出がさらに進行すると、循環血液

量の不足から hypovolemic shock になることがある。 

国内の報告例のほとんどは東南アジアからの輸入例で、国内では、1940年代前半に流行し、

その後、国内感染例は確認されていなかったが、2014 年に確認されている。 

出典：国立感染症研究所 HP「デング熱とは」http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/238-dengue-info.html 

 
図 2.1.3.49 県内における発生状況 

出典：みえの感染症ガイドブック、三重県感染症情報センター 
http://www.kenkou.pref.mie.jp/kansen_guidebook_hp/7kansensyou/4-19dengu.htm  
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 日本脳炎 

日本脳炎は主にコガタアカイエカによって媒介される日本脳炎ウイルスによるウイルス感

染症であり、人に重篤な急性脳炎を引きおこす。人から人への感染はなく、ブタなどの体内

でいったん増えて血液中に溶出したウイルスを、コガタアカイエカが吸血時に取り込み、1

〜2 週間後にその蚊に人が刺されると感染する。コガタアカイエカは日本のような温帯地域

の水田などに生息しており、世界的には年間 3〜4 万人の日本脳炎患者が報告されているが、

日本ではワクチン接種により流行が阻止されている。 

三重県保健環境研究所では、厚生労働省の感染症流行予測調査事業の一環として、毎年初

夏～初秋に県内産ブタの日本脳炎ウイルスに対する抗体保有状況調査を行っている。この調

査結果から、近年の三重県における日本脳炎ウイルスのブタへの感染状況を把握している。 

「気候変動への賢い適応」（2008 年、環境省地球温暖化影響・適応研究委員会）によれば、

インド、中国、東南アジアなどでは Culex vishnui が重要な日本脳炎媒介蚊であり、従来日本

には分布していなかったが、1992 年に石垣島、2002 年に沖縄で存在が確認された。Culex 

vishnui の侵入がすぐに日本脳炎患者数の増加に結びつくわけではないが、日本における日本

脳炎患者数の減少はコガタアカイエカの減少が要素の一つと考えられているため、新たな媒

介蚊の侵入は日本脳炎ウイルス感染を考える上で注視すべき現象と指摘されている。 
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図 2.1.3.50 近年の三重県産ブタの日本脳炎ウイルス抗体保有状況調査結果 

出典：三重県感染症情報センターホームページより作成  
http://www.kenkou.pref.mie.jp/topic/myco/myco.htm 
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③ 衛生害虫 

 セアカゴケグモの生息 

セアカゴケグモはオーストラリア原産と考えられているクモで、コブラ毒に匹敵する毒を

もっており、咬まれて毒が回ると発汗や吐き気、頭痛等の症状が出る。1995 年に高石市や四

日市市で発見されたが、現在では大阪府や三重県以外にも兵庫県、愛知県、京都府などで確

認されている。低温に弱いとされており、地球温暖化の影響で冬季の気温が上がった結果、

日本でも越冬して発生を繰り返しているとの見方が有力である。 

県内では、主に桑名市、四日市市、松阪市、多気町内で確認されている。 
出典：「地球温暖化と感染症」（環境省） 

みえの自然楽校 HP（三重県農林水産部みどり共生推進課）

http://www.pref.mie.lg.jp/MIDORI/HP/shizen/index.shtm 

 

 

 
図 2.1.3.51 セアカゴケグモ 

出典：三重県伊賀保健福祉事務所ホームページ 
http://www.pref.mie.lg.jp/GHOKEN/HP/kenkou/seakagokegumo.htm 
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(6) 産業・経済活動 

【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

6111 製造業 製造業 気候変化により、様々な影響が想定され
るが、現時点で製造業への影響の研究事
例は限定的にしか確認できていない（調
査で確認できた範囲では、長野県茅野市
の伝統産業である天然寒天生産における
1 事例の報告のみ）。現時点で、製造業
に大きな影響があるとは判断されない。 

Ｄ   

6211 エ ネ ル
ギー 

エ ネ ル
ギ ー 需
給 

現時点では、気候変動によるエネルギー
需給への影響に関する具体的な研究事例
は確認できていない。 

Ｄ 
 

  

6311 商業 商業 日本における商業への影響について、具
体的な研究事例は現時点では確認できて
いない。 

Ｄ 
 

  

6411 金融・保
険 

金融・保
険 

1980 年からの約 30 年間の自然災害とそ
れに伴う保険損害の推移からは、近年の
傾向として、保険損害が著しく増加し、
恒常的に被害が出る確率が高まっている
ことが確認されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

  

6412   保険会社では、従来のリスク定量化の手
法だけでは将来予測が難しくなってお
り、今後の気候変動の影響を考慮したリ
スクヘッジ・分散の新たな手法の開発を
必要としている 

Ｃ 
(日本全国) 
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

6413   日本における金融分野への影響について
は、具体的な研究事例が確認できていな
い。 

Ｄ   

6511 観光業 レ ジ ャ
ー 

気温の上昇、降雨量・降雪量や降水の時
空間分布の変化、海面の上昇は、自然資
源（森林、雪山、砂浜、干潟等）を活用
したレジャーへ影響を及ぼす可能性があ
るが、現時点で研究事例は限定的にしか
確認できていない。 

Ｄ   

6512   気温の上昇によるスキー場における積雪
深の減少の報告事例が確認されている。 

Ｄ   

6611 建設業 建設業 現時点で、建設業への影響について具体
的な研究事例は確認できていない。 
ただし、インフラ等への影響については
別途検討されている。 

Ｄ   

6711 医療 医療 現時点で、医療産業への影響について、
断水や濁水による人工透析への影響を除
き具体的な研究事例は確認できていな
い。 
ただし、健康への影響については別途検
討されている。 

Ｄ   

6811 その他 そ の 他
（ 海 外
影響） 

現時点では、気候変動による日本国外で
の影響が日本国内に及ぼす影響につい
て、研究事例は確認できていない。 

Ｄ   

6812   2011 年のタイ国チャオプラヤ川の洪水
では、これが気候変動の影響によるもの
であるかどうかは明確に判断しがたい
が、日系企業に被害をもたらし、ハード
ディスクのサプライチェーンにおける日
系企業の損失を約 3,150 億円と試算して
いる事例や、日本の損害保険会社が日系
企業に支払う保険金の額を、再保険分も
含めて 9,000 億円と見通している事例が
ある。 

Ｃ 
(特定してい

ない) 
 

Ｃ 
(日本) 
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 台風 12 号による夫婦岩のしめ縄の切断 

2011 年 9 月の台風 12 号による強風と高波の影響で、二見興玉神社（伊勢市二見町）の夫

婦岩のしめ縄 5 本が全て切れてしまうという事態が生じた。しめ縄は、1 本約 35 メートル、

重さ約 40 キロ、太さ 10 センチのもので、5 本を氏子らが昔ながらの手法で綯（な）い、毎

年 3 回大注連縄張神事（おおめなわはりしんじ）で張り替えている。8 月 22 日に 3 本が切れ

2 本だけでつないでいたが、9 月 1 日には残りの 2 本も切れた。 

沿岸域に観光資源を豊富にもつ三重県においては、将来、気候変動によって台風の強大化

などが進行すると、歴史的文化的遺産や観光産業に大きな影響が生じる可能性もある。 

 

 
図 2.1.3.52 しめ縄の切れた夫婦岩 

出典：伊勢志摩経済新聞 HP(http://iseshima.keizai.biz/headline/1211/)  

 

 砂浜消失による経済損失 

旅行費用法という手法により砂浜のレクリエーション価値を評価している研究例がある。

これによれば、都道府県別の砂浜の園地・潮干狩り・写真・写生・飲食ドライブ等によるレ

クリエーション価値のうち、三重県では、30 cm、65 cm、100 cm の海面上昇によって消失す

る砂浜の価値の合計は、約 2,000 百万円と試算されている。これは、将来の影響を予測した

例であるが、前述の事例同様、三重県にとって重要な観光資源が影響を受けることにより、

実害として経済的な損失が生じる可能性があることを示唆する研究例である。 
出典：「地球温暖化による砂浜消失の経済評価：旅行費用法によるアプローチ」 

（大野ほか：地球環境 Vol.14 No.2）  
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(7) 国民生活・都市生活 
【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

7111 都 市 イ
ンフラ、
ラ イ フ
ラ イ ン
等 

水道、交
通等 

近年、各地で、記録的な豪雨による地下
浸水、停電、地下鉄への影響、渇水や洪
水等による水道インフラへの影響、豪雨
や台風による高速道路の切土斜面への影
響等が確認されている。 
ただし、これらの現象が気候変動の影響
によるものであるかどうかは、明確には
判断しがたい。 

Ｄ   

7211 文化・歴
史 な ど
を 感 じ
る 暮 ら
し 

生 物 季
節、伝統
行事・地
場 産 業
等 

国民にとって身近なサクラ、イロハカエ
デ、セミ等の動植物の生物季節の変化に
ついて報告が確認されている。 
ただし、それらが国民の季節感や地域の
伝統行事・観光業等に与える影響につい
て、現時点では具体的な研究事例は確認
されていない。 

Ｃ 
(日本全国) 

  

7212   気温の上昇等による諏訪湖での御神渡り
なしとなる頻度の増加や地酒造りへの影
響など地域独自の伝統行事や観光業・地
場産業等への影響が報告されている。 
ただし、気候変動による影響であるかど
うかについては明確には判断したがた
く、現時点では研究事例も限定的にしか
確認できていない。 

Ｄ   
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コード 
番号 大項目 小項目 国の現在の状況 

三重県の現在の状況 
三重県との

関連性 入手情報 出典 

7311 その他 暑 熱 に
よ る 生
活 へ の
影響等 

日本の中小都市における 100 年あたりの
気温上昇率が 1.5℃であるのに対し、主要
な大都市の気温上昇率は 2.0～3.2℃であ
り、大都市において気候変動による気温
上昇にヒートアイランドの進行による気
温上昇が重なっているとの報告が確認さ
れている。 

Ｂ 
(都市) 

  

7312   また、中小都市でもヒートアイランド現
象が確認されている。 

Ｄ   

7313   大都市における気温上昇の影響として、
特に人々が感じる熱ストレスの増大が指
摘され、熱中症リスクの増加に加え、睡
眠阻害、屋外活動への影響等が生じてい
る。 

Ｄ   
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2.1.4. 影響の将来予測の情報整理 

三重県内における将来の気候変動影響の予測について整理を行った。 

まず、国の「日本における気候変動による影響に関する評価報告書」で、各分野・項目ごとに

記載されている影響を、三重県との関係性からみて分類するとともに、関係があるものについて

は出典情報などを確認し、県に共有した。なお、共有情報等を参考に、三重県では関係課や県内

研究機関等のご意見等を含め、再整理が行われている。 

また、S-8 研究を通じて作成された気候変動影響評価結果の三重県に関連するデータから、S-8

研究課題担当の専門家の情報提供・助言も得て、三重県への影響予測情報を整理した。 

以下にそれらの整理結果を示す。 
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【国の意見具申における「将来予測される影響」】 

 

分野・項目の分類体系 

分野 大項目 小項目 コード番号 

農業・林業・水産業 農業 水稲 1111～ 

野菜 1121～ 

果樹 1131～ 

麦、大豆、飼料作物等 1141～ 

畜産 1151～ 

病害虫・雑草 1161～ 

農業生産基盤 1171～ 

林業 木材生産（人工林等） 1211～ 

特用林産物（きのこ類等） 1221～ 

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生態） 1311～ 

増養殖等 1321～ 

水環境・水資源 水環境 湖沼・ダム湖 2111～ 

河川 2121～ 

沿岸域及び閉鎖性海域 2131～ 

水資源 水供給（地表水） 2211～ 

水供給（地下水） 2221～ 

水需要 2231～ 

自然生態系 陸域生態系 高山帯・亜高山帯 3111～ 

自然林・二次林 3121～ 

里地・里山生態系 3131～ 

人工林 3141～ 

野生鳥獣の影響 3151～ 

物質収支 3161～ 

淡水生態系 湖沼 3211～ 

河川 3221～ 

湿原 3231～ 

沿岸生態系 亜熱帯 3311～ 

温帯・亜寒帯 3321～ 

海洋生態系  3411～ 

生物季節  3511～ 

分布・個体群の変動  3611～ 

自然災害・沿岸域 河川 洪水 4111～ 

内水 4121～ 

沿岸 海面上昇 4211～ 

高潮・高波 4221～ 

海岸侵食 4231～ 

山地 土石流・地すべり等 4311～ 

その他 強風等 4411～ 
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分野 大項目 小項目 コード番号 

健康 冬季の温暖化 冬季死亡率 5111～ 

暑熱 死亡リスク 5211～ 

熱中症 5221～ 

健康 感染症 水系・食品媒介性感染症 5311～ 

節足動物媒介感染症 5321～ 

その他の感染症 5331～ 

その他  5411～ 

産業・経済活動 製造業  6111～ 

エネルギー エネルギー需給 6211～ 

商業  6311～ 

金融・保険  6411～ 

観光業 レジャー 6511～ 

建設業  6611～ 

医療  6711～ 

その他 その他（海外影響等） 6811～ 

国民生活・都市生活 都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ等 水道、交通等 7111～ 

文化・歴史などを感じる暮らし 生物季節、伝統行事・地場産業等 7211～ 

その他 暑熱による生活への影響等 7311～ 
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(1) 農業・林業・水産業 
【凡例】「三重県との関連性」 

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

1111 農業 水稲 全国のコメの収量は今世紀半ばまで、A1B シナリオも
しくは現在より 3℃までの気温上昇では収量が増加
し、それ以上の高温では北日本を除き減収に転じると
予測されている等、北海道では増収、九州南部などの
比較的温暖な地域では現状と変わらないか、減少する
という点で、ほぼ一致した予測となっている。 

Ｃ 
(日本全国) 

横沢正幸・飯島仁之直・岡田将誌（2009),気候変化がわが国にお
けるコメ収量変動の及ぼす影響の広域評価 , 地球環境
14,199-206.  

※S-4 温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討
のための温暖化影響の総合評価に関する研究 アジア地域のコ
メ生産に対する温暖化影響の確率的リスク評価 気候変動によ
るコメ生産量変動の確率的評価手法の開発と評価に関する研究
より上記文献が引用されている 

1112   コメの品質について、一等米の比率は、登熟期間の気
温が上昇することにより全国的に減少することが予
測されている。特に、九州地方の一等米比率は A1B、
A2 シナリオの場合、今世紀半ばに 30％弱、今世紀末
に約 40％減少することを示す事例がある。 

Ｄ － 

1113   CO2 濃度の上昇は、施肥効果によりコメの収量を増加
させることが FACE（開放系大気 CO2 増加）実験によ
り実証されているが、気温上昇との相互作用による不
確実性も存在する。 

Ｄ － 

1121  野菜 野菜は、生育期間が短いものが多く、栽培時期の調整
や適正な品種選択を行うことで、栽培そのものが不可
能になる可能性は低いと想定される。現時点では、具
体的な研究事例が限定的である。 
ただし、今後さらなる気候変動が、野菜の計画的な出
荷を困難にする可能性がある。 

Ｃ 
(日本全国) 

杉浦俊彦・住田弘一・横山繁樹・小野洋（2006）「温暖化がわが
国の野菜・花き生産に及ぼしてしも影響の現状について」園学雑
75 別 2 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

1131 農業 果樹 ウンシュウミカン、リンゴについて、IS92a シナリオ
を用いた予測では、栽培に有利な温度帯は年次を追う
ごとに北上し、以下の通り予測されている。 
 ウンシュウミカンでは、2060 年代には現在の主力
産地の多くが現在よりも栽培しにくい気候とな
るとともに、西南暖地（九州南部などの比較的温
暖な地域）の内陸部、日本海および南東北の沿岸
部など現在、栽培に不向きな地域で栽培が可能と
なる。 

リンゴでは 2060 年代には東北中部の平野部までが現
在よりも栽培しにくい気候となり、東北北部の平野部
など現在のリンゴの主力産地の多くが、暖地リンゴの
産地と同等の気温となる。 

Ｃ 
(日本全国) 

S-8 研究関連:杉浦俊彦・横沢正幸（2004）.  年平均気温の変動
から推定したリンゴおよびウンシュウミカンの栽培環境に対す
る地球温暖化の影響 園学雑 73(1), 72-78. 

1132   ブドウ、モモ、オウトウについては、主産県において、
高温による生育障害が発生することが想定される。 

Ｄ 山梨県果樹試験場プロジェクト(2006(H17)) 「気候温暖化は 30
年後の果樹生産にどんな影響を及ぼすか(第 2 報)～近年の生育障
害の特徴と将来の温度環境予測～」 山梨県果樹試験場成果情報 

1141  麦 、 大
豆、飼料
作物等 

小麦では、種をまいた後の高温に伴う生育促進による
凍霜害リスクの増加、高 CO2 濃度によるタンパク質含
量の低下等が予測されている。 

Ｄ － 

1142   大豆では、高 CO2 濃度条件下では（気温が最適温度付
近か少し上では）、収量の増加、最適気温以上の範囲
では、乾物重、子実重、収穫指数の減少が予測されて
いる。 

Ｃ 
(日本全国) 

"The effects of increased temperature on crop growth and yield 
ofsoybean grown in a temperature gradient chamber"Custodio R.P. 
Tacarinduaa,, Tatsuhiko Shiraiwaa, Koki Hommaa, Etsushi 
Kumagaib,Ryoji Sameshimab 

1143   北海道では、IS92a シナリオによる予測では、2030 年
代には、てんさい、大豆、小豆では増収の可能性もあ
るが、病害発生、品質低下も懸念され、小麦、ばれい
しょでは減収、品質低下が予測されている。 

Ｄ － 

1144   牧草の生産量等について予測した研究があるが、増
収・減収等の傾向については一定の傾向が予測されて
いない。 

Ｄ － 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

1151  畜産 影響の程度は、畜種や飼養形態により異なると考えら
れるが、温暖化とともに、肥育去勢豚、肉用鶏の成長
への影響が大きくなることが予測されており、成長の
低下する地域が拡大し、低下の程度も大きくなると予
測されている。 

Ｄ － 

1161 農業 病 害
虫・雑草 

害虫については、気温上昇により寄生性天敵、一部の
捕食者や害虫の年間世代数（1 年間に卵から親までを
繰り返す回数）が増加することから水田の害虫・天敵
の構成が変化することが予想されている。 

Ｄ － 

1162   水稲害虫以外でも、越冬可能地域の北上・拡大や、発
生世代数の増加による被害の増大の可能性が指摘さ
れている。 

Ｃ 
(日本全国) 

農林水産省、2002、近年の気候変動の状況と気候変動が農作物の
生育等に及ぼす影響に関する資料集 

1163   病害については、高 CO2 条件実験下（現時点の濃度か
ら 200ppm 上昇）では、発病の増加が予測された事例
がある。 

Ｄ － 

1164   雑草については、一部の種類において、気温の上昇に
より定着可能域の拡大や北上の可能性が指摘されて
いる。 

Ｃ 
(記載なし) 

冨永達（2001）「温暖化による雑草の発生と分布の変化」農林水
産技術研究ジャーナル 24（10） 

1171  農 業 生
産基盤 

水資源の不足、融雪の早期化等による農業生産基盤へ
の影響については、気温上昇により融雪流出量が減少
し、用水路等の農業水利施設における取水に影響を与
えることが予測されている。具体的には、A2 シナリ
オの場合、農業用水の需要が大きい 4～5 月ではほと
んどの地域で減少する傾向にあり、地域的、時間的偏
りへの対応が必要になると推測される。 

Ｃ 
(日本全国) 

農業農村工学会誌 vol.76 No.10 2008 

1172   降雨強度の増加による洪水の農業生産基盤への影響
については、低標高の水田で湛水時間が長くなること
で農地被害のリスクが増加することが予測されてい
る。 

Ｄ － 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

1211 林業 木 材 生
産（人工
林等） 

気温が現在より 3℃上昇すると、蒸散量が増加し、特
に降水量の少ない地域でスギ人工林の脆弱性が増加
する可能性を指摘する研究事例がある。 

Ｃ 
(日本全国
(北海道を
除く)) 

Hidetoshi.S, Yoosuke.M, Hirosi.T & Masamichi.T（2005） . The 
Potential Effect of Climate Change on the Transpiration of Sugi 
(Cryptomeriajaponica D. Don) Plantations in Japan.J. Agric. Meteorol. 
(農業気象) 60 (5): 451-456, 

1212   現状と同じ林業活動を仮定し、日本のスギ人工林の炭
素蓄積量及び炭素吸収量の低下を予測した研究事例
がある。 

Ｃ 
(日本全国
(北海道を
除く)) 

光田靖・鹿又秀聡,・松本光朗（2013）, 森林炭素動態シミュレー
ションを用いた気候変動が森林炭素吸収量に及ぼす影響評価の
試行, 統計数理,  61(2), 181– 188, 2014 

1213   その他、ヒノキの苗木について、気温の上昇によるバ
イオマス成長量の増加は明らかではないとの研究事
例や、マツ枯れ危険域が拡大するとの研究事例、ヤツ
バキクイムシの世代数増加によりトウヒ類の枯損被
害が増加するとの研究事例がある。 

Ｄ － 

1214   高齢林化が進むスギ・ヒノキ人工林における風害の増
加が懸念される。 

Ｃ 
(調査地は大分

県だが、適用範

囲は全国) 

Kamimura, K. et al.、2013、Analysis of wind damage caused by 
multiple tropical storm events in Japanese Cryptomeria japonica 
forests. Forestry 86: 411-420. 

1221 林業 特 用 林
産物（き
の こ 類
等） 

シイタケの原木栽培において、夏場の気温上昇と病害
菌の発生あるいはシイタケの子実体（きのこ）の発生
量の減少との関係を指摘する報告がある。 
 

Ｃ 
(試験地は、熊

本県、宮崎県だ

が適用範囲は

全国) 

宮崎和弘、2014、シイタケ原木栽培における夏場の高温状態の発
生に及ぼす影響と寒冷紗施用による環境改善効果について 

1222   冬場の気温の上昇がシイタケ原木栽培へ及ぼす影響
については、現時点で明らかになっていない。 

Ｃ 
(試験は大分市

の月平均気温

を対照として

行っているが、

適用範囲は全

国) 

石井秀之・有馬忍、2003、暖冬下の乾シイタケ安定生産技術の開
発（I）-温度条件の影響と水分管理について- 
 
山下和久・石井秀之・有馬忍、2006、暖冬下の乾シイタケ安定生
産技術の開発（II）-温度条件の影響と水分管理について- 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

1311 水産業 回 遊 性
魚 介 類
（ 魚 類
等 の 生
態） 

回遊性魚介類については、分布回遊範囲及び体のサイ
ズの変化に関する影響予測が数多く報告されている。
具体的には以下の通り。 
 シロザケは、IS92a シナリオの場合、日本周辺で
の生息域が減少し、オホーツク海でも 2050 年頃
に適水温海域が消失する可能性が指摘されてい
る。 

 ブリは、分布域の北方への拡大、越冬域の変化が
予測されている。 

 スルメイカは、A1B シナリオの場合、2050 年には
本州北部沿岸域で、2100 年には北海道沿岸域で分
布密度の低い海域が拡大することが予測されて
いる。 

 サンマは、餌料環境の悪化から成長が鈍化するも
のの、回遊範囲の変化によって産卵期では餌料環
境が好転し、産卵量が増加する場合も予測されて
いる。 

 スルメイカは、A1B シナリオの場合、2050 年には
本州北部沿岸域で、2100 年には北海道沿岸域で分
布密度の低い海域が拡大することが予測されて
いる。 

マイワシは、海面温度の上昇への応答として、成魚の
分布範囲や稚仔魚の生残に適した海域が北方へ移動
することが予測されている。 

Ｄ 
及び 
Ｃ 

(日本周辺
(太平洋)) 
※下線部が該

当 

Ito S, Rose KA, Miller AJ, Drinkwater K, Brander K, Overland JE, 
Sundby S, Curchitser E, Hurrell JW, Yamanaka Y. 2010. Ocean 
ecosystem responses to future global change scenarios: A way 
forward. Barange M, Field JG, Harris RH, Hofmann EE, Perry RI, 
Werner C, editors. In Marine ecosystems and global change. Oxford: 
Oxford University Press. 

1312   漁獲量の変化及び地域産業への影響に関しては、資源
管理方策等の地球温暖化以外の要因も関連すること
から不確実性が高く、精度の高い予測結果は得られて
いない。 

Ｄ － 

1321  増 養 殖
等 

生態系モデルと気候予測シナリオを用いた影響評価
は行われていないものの、多くの漁獲対象種の分布域
が北上すると予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

水産総合研究センター「水産資源ならびに生息環境における地球
温暖化の影響とその予測」 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

1322 水産業 増 養 殖
等 

海水温の上昇による藻類の種構成や現存量の変化に
よって、アワビなどの磯根資源の漁獲量が減少すると
予想されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

桑原久美・明田定満・小林聡・竹下彰・山下洋・城戸勝利（2006）.
温暖化による我が国水産生物の分布域の変化予測 . 地球環境, 
Vol.11, No.1, 49-57. 

1323   養殖魚類の産地については、夏季の水温上昇により不
適になる海域が出ると予想されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

水産総合研究センター「水産資源ならびに生息環境における地球
温暖化の影響とその予測」 

1324   海水温の上昇に関係する赤潮発生による二枚貝等の
へい死リスクの上昇等が予想されている。 

Ｄ － 

1325   内水面では、湖沼におけるワカサギの高水温による漁
獲量減少が予想されている。 

Ｄ － 

1326   IPCC の報告では、海洋酸性化による貝類養殖への影
響が懸念されている。 

Ｄ － 
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① コメの収量 

「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」（平成

22～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8

研究課題担当の農業環境技術研究所大気環境研究領域 石郷岡 康史主任研究員より情報提

供・助言を得て、三重県への影響予測を行った。 

気温が上昇した場合、コメは、品質に関係なく収量が最大になるように田植えの時期を変

更すると、収量は増加すると予測される。逆に、品質が低下をしないように田植えの時期を

変更すると、収量の減少を招く場合もある。 

 

ア) 予測手法 

日別の気象データから、出穂日や成熟日などの発育段階と、日々の生体量（乾物）から収

量を算定するモデルを使い、日平均気温と日日射量の変化による影響と、適切な作期の移動

（田植えの時期をずらすこと）を実施した場合の効果を評価した。また、このモデルは窒素

肥料吸収過程とそれによる乾物生産への反応や、光合成における二酸化炭素濃度の影響も考

慮している。 

具体的には、移植日を現在（1981～2000 年）の移植日から±70 日間の範囲において 7 日間

間隔で変化させ、それぞれの結果について収量と品質の観点から、21 世紀半ば（2031～2050

年）と 21 世紀末（2081～2100 年）の最適移植日を明らかにした。三重県では、対象となる

品種をコシヒカリで予測している。 

 

表 2.1.4.1 予測に用いた現在の移植日（田植えの時期） 

 

 

 

イ) コメの収量予測① 収量を重視して田植えの日を変更する場合 

品質に関わりなく収量のみに着目し、最多の収量を得ることが可能な田植えの日（移植日）

に変更する場合のコメ収量を予測している。 

 

A) 結果 1-1 田植えの日（移植日）を変更しない場合 

いずれの RCP シナリオにおいても、ほとんどの気候モデルで増収になると予測されるが、

一部の気候モデル（GFDL CM3 モデル）では減収も予測される。その理由としては、GFDL CM3

モデルが他の気候モデルと比べて気温の上昇量がより大きく予測されるモデルであるためだ

と考えられる。なお、全国では気温上昇が 3℃以上になると減収すると予測する研究例もあ

るが、三重県では減収しない結果になっている。その理由としては、三重県の移植時期は比

較的早く、気温上昇時でも顕著な減収を引き起こすほどの高温にさらされないことが考えら

れる。 

 北勢 中勢 南勢 伊賀 

移植日（田植えの時期） 5 月 1 日 4 月 29 日 4 月 29 日 5 月 5 日 
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B) 結果 1-2 田植えの日（移植日）を変更する場合 

全ての予測結果において、21 世紀半ば（2031～2050 年）で 7～14 日、21 世期末（2081～

2100 年）で 14～21 日、それぞれ、現在（1981～2000 年）と比べて移植日を早めると、山間

部を除くほとんどの地域で 1.1～1.3 倍程度の増収が予測される。この結果から、移植日の変

更を実施しない場合に、減収が予測されている地域でも、米の移植日を見直すことで減収を

防ぐことが可能になると考えられる。なお、この予測は、コメの品質については考慮してい

ないことに留意が必要である。また、評価対象の範囲には、山地など水田耕作が困難な地域

も含まれているため、県全体としての収量の変化を見るには、その土地がそもそも水田であ

るかどうかを加味する必要がある。 

 

 
図 2.1.4.1 三重県におけるコメ収量変化予測（収量重視） 田植えの日を変更しない場合 

※ 結果は現在(1981～2000 年)との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 2 次メッシュ（10 km×10 km） 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

現在（1981-2000 年） 

（現在の図はなし） 
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図 2.1.4.2 三重県におけるコメ収量変化予測（収量重視） 田植えの日を変更する場合 

※ 結果は現在(1981～2000 年)との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 2 次メッシュ（10 km×10 km） 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

現在（1981-2000 年） 

（現在の図はなし） 
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ウ) コメの収量予測② 収量だけでなく品質も重視して田植えの日を変更する場合 

収量とともに品質にも着目した最適な移植日によるコメの収量予測をしている。コメの品

質は、穂が出た後 20 日間の日平均気温 26℃以上の積算値（HDD26：日平均気温 26℃以上の

気温の和をその日数で除する値）と 1 等米比率との関係が比較的明瞭にあるため、この積算

値を高温による品質の低下リスクを表す指標として用いている。そして、高温による品質低

下を抑えつつ収量が多くなる最適移植日で米収量の予測をしている。 

具体的には、過去に実施した解析や他の研究事例を考慮し、高温による一等米の品質低下

リスクの基準値を 20℃・日と設定し、この基準値を超えない品質で、かつ、基準移植日±70

日間の移植による収量が、20 年平均で最も収量が多くなる移植日を最適移植日としている。

なお、収量を増加させることができても品質が低下する場合には、その移植日を採用せず、

たとえ収量が低くなっても高温による品質の低下を避けられる移植日を採用している。 

 

A) 結果 2-1 田植えの日（移植日）を変更しない場合 

いずれの気候モデル・RCP シナリオにおいても県内のほとんどの地域で減収となる。特に

RCP8.5 シナリオの場合、21 世紀末（2081～2100 年）には多くの地域で一等米の収量が 50％

未満になる。地域別では、伊勢湾や熊野灘沿岸域を中心に減収するが、奥伊勢地方等の一部

地域では増加する可能性もある。伊勢湾や熊野灘沿岸域を中心に減収となる理由は、これら

の沿岸域の気温が他の地域と比べて既に高い傾向にあり、気温上昇の影響を受けやすいため

だと考えられる。他の気候モデルより気温上昇が最も高く予測されている GFDL CM3 モデル

では、21 世紀半ば（2031～2050 年）から、多くの地域で収量が 50％未満になると予測され

る。 

 

B) 結果 2-2 田植えの日（移植日）を変更する場合 

最適移植日は、気候モデルにより異なるが、温度上昇の大きい RCP シナリオで早期化、温

度上昇の小さい RCP シナリオでは晩期化する傾向がある。 

RCP2.6 シナリオの場合、県内の一部の地域で一等米の収量が 50％未満に減収する可能性も

あるが、1～2 倍程度の増収となる地域の方が多くなる可能性がある。しかし、どこで減収又

は増加するかを明確に予測することはできない。RCP8.5 シナリオの場合、RCP2.6 シナリオ

と比べて北勢地域と伊賀地域の広い範囲で、収量が 50％未満に減収する可能性がある。移植

日の変更を実施しない場合と比較すると、志摩と東紀州地域では減収から増収に転じる結果

となっている。しかし、県の北中部では RCP8.5 シナリオの場合、移植日を変更する効果が見

られず、収量が 50％未満に減収する可能性がある。この理由としては、高温を回避するため

に大きく作期を移動することで、生育期間の大半が日射量の十分でない時期になってしまう

（光合成のための日射エネルギーが不足する）ことが一つの原因と考えられる。これは、相

対的に高温である地域で顕著に現れると推察される。 

なお、評価対象の範囲には、山地など水田耕作が困難な地域も含まれているため、県全体

としての収量の変化を見るには、その土地がそもそも水田であるかどうかを加味する必要が

ある。 
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図 2.1.4.3 三重県におけるコメ収量変化予測（収量とともに品質も重視） 

田植えの日を変更しない場合 
※ 結果は現在(1981～2000 年)との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 2 次メッシュ（10 km×10 km） 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

現在（1981-2000 年） 

（現在の図はなし） 
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図 2.1.4.4 三重県におけるコメ収量変化予測（収量とともに品質も重視） 

田植えの日を変更する場合 
※ 結果は現在(1981～2000 年)との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 2 次メッシュ（10 km×10 km） 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

現在（1981-2000 年） 

（現在の図はなし） 
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② ウンシュウミカンとタンカンの栽培適地 

「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」（平成

22～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8

研究課題担当の農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所 杉浦 俊彦上席研究員より情

報提供・助言を得て、三重県への影響予測を行った。 

ウンシュウミカンの栽培適地は、気温上昇が進むにつれて、大きく変化すると予測されて

いる。一方、亜熱帯性果樹の一例としてタンカンの栽培適地は、沿岸域で拡大すると予測さ

れている。 

 

ア) 予測手法 

ウンシュウミカンは日本で最も生産量が多い果樹で、特に傾斜地など米の生産が難しい地

域では基幹的な作物の一つである。米とは異なり、果樹は植え替えが難しく、通常 40 年ほど

継続して栽培されるため、現在だけでなく、長期間、適地であり続ける必要がある。そこで、

ウンシュウミカンの栽培適地を年平均気温 15～18℃、寒害発生限界気温－5℃として、年平

均気温と年間の最低気温の将来値から適地の変化予測をしている。 

また、温暖化が進行すれば、亜熱帯性果樹の栽培可能地域が増加すると予測される。そこ

で、その一例としてタンカンの栽培適地を、年平均気温 17.5℃以上、寒害発生限界気温－2℃

として、年平均気温と年間の最低気温の将来値から適地の変化を予測した。なお、この条件

は九州・沖縄地方の実際の産地分布と一致している。 

 

イ) 予測結果 

ウンシュウミカンは、気温の上昇に伴い、現在（1981～2000 年）より栽培適地が大きく移

動する。 

RCP2.6 シナリオの場合、21 世紀末（2081～2000 年）に、東紀州や志摩の一部で栽培が難

しくなる可能性がある。RCP8.5 シナリオの場合は、21 世紀半ば（2031～2050 年）から、同

じく東紀州や志摩の一部で栽培が難しくなり、21 世紀末（2081～2100 年）には、広範囲で栽

培が難しくなる。このため、ウンシュウミカンの生産を継続するためには、何らかの対策を

導入する必要がある。 

一方、タンカンは、気温の上昇に伴い、現在（1981～2000 年）より栽培適地が拡大する。

RCP2.6 シナリオの場合、21 世紀末（2081～2100 年）に、沿岸域を中心に栽培適地が拡大す

る。更に RCP8.5 シナリオの場合は、21 世紀末（2081～2100 年）には、沿岸部だけでなく、

内陸の地域にも栽培適地が拡大する。 
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図 2.1.4.5 三重県におけるウンシュウミカンの栽培適地予測 

※ 結果は現在(1981～2000 年)との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ（1 km×1 km） 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 
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図 2.1.4.6 三重県におけるタンカンの栽培適地予測 

※ 結果は現在(1981～2000 年)との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ（1 km×1 km） 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 
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(2) 水環境・水資源 
【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

2111 水環境 湖沼・ダ
ム湖 

A1B シナリオを用いた予測では、琵琶湖は 2030 年代
には水温の上昇に伴う DO（溶存酸素）の低下、水質
の悪化が予測されている。 

－ － 

2112   同じく A1B シナリオを用いた研究で、国内 37 の多目
的ダムのうち、富栄養湖に分類されるダムが 2080～
2099 年では 21 ダムまで増加し、特に東日本での増加
数が多くなるとする予測も確認されている。 

Ａ 
(国内 37 の 
多目的ダム 

梅田、地球温暖化による閉鎖性水域の水温、水質変動予測、水環
境学会誌、第 35 巻第 11 号企画編 

2113   気候変動による降水量や降水の時空間分布の変化に
伴う河川流量の変化や極端現象の頻度や強度の増加
による湖沼・ダム湖への影響については、具体的な予
測の研究事例は確認できていない。 

Ｄ  

2121  河川 各々の河川に対する水温の将来予測はないが、雄物川
における A1B シナリオを用いた将来の水温変化の予
測では、1994～2003 年の水温が 11.9℃であったのに対
して、2030～2039 年では 12.4℃に上昇すること、特に
冬季に影響が大きくなることが予測されている。 

Ｄ － 

2122   同じく A1B シナリオを用いた予測で、2090 年までに
日本全国で浮遊砂量が 8～24%増加することや台風の
ような異常気象の増加により 9 月に最も浮遊砂量が増
加すること、8 月の降水量が 5～75%増加すると河川流
量が 1～20%変化し、1～30%土砂生産量が増加するこ
となどが予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

S-8 研 究 関 連 :Mouri.G., Golosov.V., Chalov.S., Takizawa.S., 
Oguma.K., Yoshimura.K., Shiiba.M.., Hori.T., & Oki.T. （ 2013). 
Assessment of potential suspended sediment yeild in Japan in the 21st 
century with reference to the general circulation model climate change 
senarios. Global and Planetary Change102, 1-9 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

2123 水環境 河川 水温の上昇による DO の低下、溶存酸素消費を伴った
微生物による有機物分解反応や硝化反応の促進、藻類
の増加による異臭味の増加等も予測されている。 

Ｃ 
(情報なし) 

花木. 地球温暖化問題を考慮した水環境管理. 水環境学会誌. 第
29 巻第 2 号企画編. 

2131  沿岸域及

び閉鎖性

海域 

現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できて
いないものの、海面上昇に伴い、沿岸域の塩水遡上域
の拡大が想定される。 

Ｃ 
(情報なし) 

国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地
球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）.  

2211 水資源 水 供 給
（ 地 表
水） 

A1B シナリオを用いた研究では、北日本と中部山地以
外では近未来（2015～2039 年）から渇水の深刻化が予
測されている。また、融雪時期の早期化による需要期
の河川流量の減少、これに伴う水の需要と供給のミス
マッチが生じることも予測される。 

Ｃ 
(日本全国) 

立川康人・滝野昌平・藤岡優子・萬和明・キムヤスミン・椎葉充
晴（2011). 気候変化が日本の河川流量に及ぼす影響の予測. 土
木学会論文集 B1（水工学）, Vol.67, No.1, 1-15. 

関連研究プロジェクト：文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気
候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート 「日本の気候
変動とその影響」 

第 6 回気候変動に適応した治水対策検討小委員会（平成 20 年 2
月 25 日）資料 3 我が国の水利用の現状と気候変動リスクの認識 

2212   このほか、現時点で定量的に予測をした研究事例は確
認できていないものの、渇水による流水の正常な機能
の維持のための用水等への影響、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
障などが懸念される。 

Ｃ 
(情報なし) 

国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地
球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）. 

2221  水 供 給
（ 地 下
水） 

気候変動による降水量や降水の時間推移の変化に伴
う地下水位の変化については、一部、特定の地域を対
象にした研究事例があるが、評価手法の精緻化等の課
題がある。 

Ｄ － 

2222   渇水に伴い地下水利用が増加し、地盤沈下が生じるこ
とについては、現時点で具体的な研究事例は確認でき
ていない。 

Ｄ － 



 

 

113 

コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

2223   現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できて
いないものの、海面上昇による地下水の塩水化、取水
への影響が懸念される。わが国の沖積平野にある大都
市や灌漑用水としては河川水利用が多いことから、地
下水塩水化による水源への影響はさほど大きくない
と想定されるが、地下水を利用している自治体では、
塩水化の影響は大きくなることが懸念される。 

Ｃ 
(情報なし) 

国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地
球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）. 

2231  水需要 現時点で、気候変動による影響を定量的に予測した研
究事例は確認できていないものの、気温の上昇による
飲料水等の需要増加が懸念される。 

Ｃ 
(記載なし) 

第 6 回気候変動に適応した治水対策検討小委員会（平成 20 年 2
月 25 日）資料 3 我が国の水利用の現状と気候変動リスクの認識 

2232 水資源 水需要 九州で 2030 年代に水田の蒸発散量増加による潜在的
水資源量の減少が予測されており、その他の地域も含
め、気温の上昇によって農業用水の需要が増加するこ
とが想定される。 

Ｄ － 
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① クロロフィル a 濃度変化 

「環境省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」（平成 22

～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8 研究課題担

当の東北大学大学院工学研究科 梅田 信准教授より情報提供・助言を得て、三重県への影響予測を

行った。 

ダム湖におけるクロロフィル a 濃度は、気温上昇が進むにつれて増加すると予測されている。 

 

ア) 予測手法 

ダム湖はクロロフィル a の濃度が、年平均値が 8 μg/L、年最高値が 25 μg/L を超えると富栄養湖と

する分類があり、水質的な問題が発生する可能性が高まる。そこで、水道水源となっている日本全国

37 のダムを予測の対象として、水温躍層の形成状況、表層水温、ダム湖流域河川リン濃度からクロロ

フィル a 濃度を推定できるモデルを作成し、日平均気温等 5 項目 10 の将来値と将来の人口と土地利用

から推定したリン濃度により、クロロフィル a 濃度の予測をしている。 

三重県では、青蓮寺ダムを対象に予測をしている。ただし、流域河川のリン濃度の変化は考慮して

いない。 

 

イ) 予測結果 

三重県の青蓮寺ダムでは、全ての予測結果において、21 世紀半ば（2031～2050 年）、21 世紀末（2081

～2100 年）と進むにつれ、クロロフィル a 濃度の年平均値及び年最高値は、ともに増加する結果にな

っている。また、RCP シナリオが高くなるにつれて、クロロフィル a の濃度は増加する傾向にある。 

 

表 2.1.4.2 三重県（青蓮寺ダム）における将来のクロロフィル a 濃度 

気候モデル シナリオ 

年最高 chl-a（μg/L） 年平均 chl-a（μg/L） 

1980～ 
1999 年 

2031～ 
2050 年 

2081～ 
2100 年 

1980～ 
1999 年 

2031～ 
2050 年 

2081～ 
2100 年 

MIROC5 

RCP2.6 33 38 38 10 11 11 

RCP8.5 33 40 49 10 12 14 

MRI-GCM3.0 
RCP2.6 33 37 37 10 11 11 

RCP8.5 33 37 48 10 11 14 

※S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 
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(3) 自然生態系 
【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

3111 陸 域 生
態系 

高 山
帯・亜高
山帯 

高山帯・亜高山帯の植物種について、分布適域の変化
や縮小が予測されている。例えば、ハイマツは 21 世
紀末に分布適域の面積が現在に比べて減少すること
が予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

Horikawa.M, Tsuyama.I, Matsui.T, Kominami.Y, Tanaka.N, 2008, 
Assessing the potential impacts of climate change on the 
alpine habitat suitability of Japanese stone pine (Pinus 
pumila). Landscape Ecology 24(1) 115-128. 

3112   地域により、融雪時期の早期化による高山植物の個体
群の消滅も予測されている。 

Ｄ － 

3113   生育期の気温上昇により高山植物の成長が促進され、
植物種間の競合状態 が高まり、低木植物の分布拡大
などの植生変化が進行すると予測されている。 

Ｄ － 

3121  自 然
林・二次
林 

冷温帯林の構成種の多くは、分布適域がより高緯度、
高標高域へ移動し、分布適域の減少が予測されてい
る。特に、ブナ林は 21 世紀末に分布適域の面積が現
在に比べて減少することが示されている。 
暖温帯林の構成種の多くは、分布適域が高緯度、高標
高域へ移動し、分布適域の拡大が予測されている。 
ただし、実際の分布については、地形要因や土地利用、
分布拡大の制限などにより縮小するという予測もあ
り、不確定要素が大きい。 

Ｃ 
(日本全国) 

松井哲哉, 田中信行, 八木橋勉, 小南祐志, 津山幾太郎, 高橋潔, 
2009, 温暖化に伴うブナ林の適域の変化と影響評価, 地球環境 
14(2), 165-174. 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

3131 陸 域 生
態系 

里地・里
山 生 態
系 

一部の研究で、自然草原の植生帯は、暖温帯域以南で
は気候変動の影響は小さいと予測されている。標高が
低い山間部や日本西南部での、アカシデ、イヌシデな
どの里山を構成する二次林種の分布適域は、縮小する
可能性がある。 
ただし、里地・里山生態系は、気候変動の影響につい
ては十分な検証はされておらず、今後の研究が望まれ
る。 

Ｃ 
(日本全国) 

Higa M, Tsuyama I, Nakao K, Nakazono E, Masui T, Tanaka N, 
2013, Influence of nonclimatic factors on the habitat 
prediction of tree species and an assessment of the impact 
of climate change. International Consortium of Land scape and 
Ecological Engineering and Springer.  

3141  人工林 現在より 3℃気温が上昇すると、年間の蒸散量が増加
し、特に降水量が少ない地域で、スギ人工林の脆弱性
が増加することが予測されているが、生育が不適とな
る面積の割合は小さい。 

Ｃ 
(本州、九
州、四国、

沖縄) 

Hidetoshi.S, Yoosuke.M, Hirosi.T & Masamichi.T, 2005,The 
Potential Effect of Climate Change on the Transpiration of 
Sugi (Cryptomeriajaponica D. Don) Plantations in Japan.J. 
Agric. Meteorol. (農業気象) 60 (5): 451-456, 

3142   MIROC3.2-hi（A1B シナリオ）を用い、2050 年までの
影響を予測した場合、日本全体で見ると、森林呼吸量
が多い九州や四国で人工林率が高いこと、高蓄積で呼
吸量の多い 40 から 50 年生の林分が多いことから、炭
素蓄積量および吸収量に対してマイナスに作用する
結果となる。ただし、当該予測では、大気中の CO２

濃度の上昇による影響は考慮されていない。スギ人工
林生態系に与える影響予測のためには樹木の生理的
応答などさらなる研究が必要である。 

Ｃ 
(日本全国) 

光田靖, 鹿又秀聡, 松本光朗, 2013,  森林炭素動態シミュレー
ションを用いた気候変動が森林炭素吸収量に及ぼす影響評価の
試行, 統計数理,  61(2), 181– 188, 2014 

3143   現在より 1～2℃の気温の上昇により、マツ枯れの危
険域が拡大することも予測されている。マツ枯れに伴
い、アカマツ林業地帯やマツタケ生産地に被害が生じ
ることが懸念される。 

Ｃ 
(日本全国) 

温暖化影響総合予測プロジェクトチーム, 2009,  S-4 温暖化の
危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖か
影響の総合評価に関する研究 第 2 回報告書 地球温暖化「日本
への影響」-長期的な気候安定化レベルと影響リスク評価. 

3151  野 生 鳥
獣被害 

気温の上昇や積雪期間の短縮によって、ニホンジカな
どの野生鳥獣の生息域が拡大することが予測されて
いるが、研究事例は少数であり、今後の研究が望まれ
る。 

Ｄ － 

3161  物 質 収
支 

年平均気温の上昇や無降水期間の長期化により、森林
土壌の含水量低下、表層土壌の乾燥化が進行し、細粒
土砂の流出と濁度回復の長期化、最終的に降雨流出応
答の短期化をもたらす可能性がある。ただし、状況証
拠的な推察であり、更なる検討が必要である。 

Ａ 
長良川流域 

篠田 成郎・守利 悟朗・和田 祐典・亀原 裕・山川 淳平・片桐 猛, 
2004, 気候変動による森林流域の変化－長良川流域を対象として
-地球環境シンポジウム講演論文集 12, 165-170 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

3162   森林土壌の炭素ストック量は、A1B シナリオ下で、純
一次生産量が 14％増加し、土壌有機炭素量が 5％減少
することが予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

S. Hashimoto, S. Ugawa, K. Morisada, M. Wattenbach, P. Smith 
& Y. Matsuura., 2012,  Potential carbon stock in Japanese 
forest soils –  simulated impact of forest management and 
climate change using the CENTURY model, Soil Use and 
Management, March, 28, 45– 53 

3211 淡 水 生
態系 

湖沼 現時点で日本における影響を定量的に予測した研究
事例は確認できていないものの、富栄養化が進行して
いる深い湖沼では、水温の上昇による湖沼の鉛直循環
の停止・貧酸素化と、これに伴う貝類等の底生生物へ
の影響や富栄養化が懸念される。 

Ｄ － 

3212   室内実験により、湖沼水温の上昇や CO2 濃度上昇が、
動物プランクトンの成長量を低下させることが明ら
かになっている。 

Ｃ 
(なし) 

花里孝幸・永田貴丸（2011), 湖水中の生き物の世界と、それに
影響をあてえる地球温暖化, 四万十・流域圏学会誌 10 (2) 9-12. 

3221  河川 最高水温が現状より 3℃上昇すると、冷水魚が生息可
能な河川が分布する国土面積が現在と比較して約
20％に減少し、特に本州における生息地は非常に限定
的になることが予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

気候変動適応策に関する研究（中間報告）（2013年、国土技術政
策総合研究所） 

3222   このほか、現時点で定量的に予測をした研究事例は確
認できていないものの、以下のような影響が想定され
る。 
 積雪量や融雪出水の時期・規模の変化による、

融雪出水時に合わせた遡上、降下、繁殖等を行
う河川生物相への影響 

 降雨の時空間分布の変化に起因する大規模な洪
水の頻度増加による、濁度成分の河床環境への
影響、及びそれに伴う魚類、底生動物、付着藻
類等への影響 

渇水に起因する水温の上昇、溶存酸素の減少に伴う河
川生物への影響 

Ｄ － 



 

 

118 

コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

3231  湿原 現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できて
いないものの、以下のような影響が想定される。 
 日本全体の湿地面積の約 8 割を占める北海道の

湿地への影響 
 降水量や地下水位の低下による雨水滋養型の高

層湿原における植物群落（ミズゴケ類）への影
響 

気候変動に起因する流域負荷（土砂や栄養塩）に伴う
低層湿原における湿地性草本群落から木本群落への
遷移、蒸発散量の更なる増加 

Ｄ － 

3311 沿 岸 生
態系 

亜熱帯 A2 シナリオを用いた研究では、熱帯・亜熱帯の造礁
サンゴの生育に適する海域が水温上昇と海洋酸性化
により 2030 年までに半減し、2040 年までには消失す
ると予測されている。生育に適した海域から外れた海
域では白化等のストレスの増加や石灰化量の低下が
予測されているが、その結果、至適海域から外れた既
存のサンゴ礁が完全に消失するか否かについては予
測がなされていない。 

Ｃ 
(日本沿岸) 

Yara,Y., M.Vogt, M.Fujii, H.Yamano, C.Hauri, M.Steinacher, 
N.Gruber and Y.Yamanaka, 2012,  Ocean Acidification limits 
tempreture-induced poleward expansion of coral habitats 
around Japan. 

3312   もう一つの亜熱帯沿岸域の特徴的な生態系であるマ
ングローブについては、海面上昇の速度が速いと対応
できず、生育できなくなる場所も生じるとの報告があ
るが、炭素固定能の評価にとどまり、生態系の将来変
化予測は定性的なものに限られる。 

Ｃ 
(世界) 

Baba, 1999, The importantce of further research and 
international cooperation on mangrove ecosystems. Tropics, 
8, 155-158. 

3313   亜熱帯域では、サンゴ礁域の各種資源（観光資源、水
産資源を含む）への影響が重大であると想定される。
一方で、亜熱帯性サンゴが北に分布域を広げる温帯域
では、サンゴの北上によるそうした資源へのプラスの
影響も考えられる。 

Ｄ － 

3321  温帯・亜
寒帯 

海水温の上昇に伴い、エゾバフンウニからキタムラサ
キウニへといったより高温性の種への移行が想定さ
れ、それに伴い生態系全体に影響が及ぶ可能性がある
が、定量的な研究事例が限定されている。 

Ｄ － 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

3322   海洋酸性化による影響については、中～高位の二酸化
炭素排出シナリオの場合、特に極域の生態系やサンゴ
礁といった脆弱性の高い海洋生態系に相当のリスク
をもたらすと考えられる。炭酸カルシウム骨格・殻を
有する軟体動物、棘皮動物、造礁サンゴに影響を受け
やすい種が多く、その結果として水産資源となる種に
悪影響がおよぶ可能性がある。また、水温上昇や低酸
素化のような同時に起こる要因と相互に作用するた
めに複雑であるが、影響は増幅される可能性がある。 

Ｃ 
(記載なし) 

ＩＰＣＣ, 2014, 「気候変動影響 2014 影響、適応及び脆弱性 政
策決定者向け要約（第 5 次評価報告書第 2 作業部会報告書）」環
境省訳 2014.10.31 版 

3323   また、沿岸域の生態系の変化は沿岸水産資源となる種
に影響を与えるおそれがある。また漁村集落は藻場等
の沿岸性の自然景観や漁獲対象種等に依存した地域
文化を形成している事が多く、地域文化への影響も想
定される。 

Ｄ － 

3324 沿 岸 生
態系 

温帯・亜
寒帯 

海面上昇による海岸域の塩性湿地等への影響が想定
される。 

Ｄ － 

3411 海 洋 生
態系 

海 洋 生
態系 

気候変動に伴い、植物プランクトンの現存量に変動が
生じる可能性がある。全球では熱帯・亜熱帯海域で低
下し、亜寒帯海域では増加すると予測されているが、
日本周辺海域については、モデルの信頼性が低く、変
化予測は現状困難である。動物プランクトンの現存量
の変動についての予測も、日本周辺海域の予測の信頼
性が高いとはいえない。また、これらから生じる地域
毎の影響の予測は現時点では困難である。 

Ｄ － 

 

3511 生 物 季
節 

生 物 季
節 

生物季節の変動について、ソメイヨシノの開花日の早
期化など、様々な種への影響が予測されている。 

－ － 

3512   個々の種が受ける影響にとどまらず、種間のさまざま
な相互作用への影響が予想されている。 

－ － 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

3611 分布・個
体 群 の
変動 

分布・個
体 群 の
変動 

気候変動により、分布域の変化やライフサイクル等の
変化が起こるほか、種の移動・局地的な消滅による種
間相互作用の変化がさらに悪影響を引き起こす、生育
地の分断化により気候変動に追随した分布の移動が
できないなどにより、種の絶滅を招く可能性がある。
2050 年までに 2℃を超える気温上昇を仮定した場合、
全球で 3 割以上の種が絶滅する危険があると予想さ
れている。 

Ｃ 
(全球) 

Chiris D. Thomas et. Extinction risk from climate change. 
Nature Vol 427 8 January 2004 

3612   現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できて
いないものの、侵略的外来生物の侵入・定着確率が気
候変動により高まることも想定される。 
 

Ｄ － 

3613   現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できて
いないものの、侵略的外来生物の侵入・定着確率が気
候変動により高まることも想定される。 

Ｄ － 

3614   ニホンジカなどの野生鳥獣の生息域が拡大している
が、気候変動が現在の分布拡大をさらに促進するかに
ついては、研究事例は少数であり、今後の研究が望ま
れる。 

Ｄ － 
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① 森林潜在生育域 

「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」（平成

22～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8

研究課題担当の森林総合研究所関西支社 中尾 勝洋主任研究員より情報提供・助言を得て、

三重県への影響予測を行った。 

気温上昇が進むにつれて、冷温帯で生育するブナの分布可能な地域は減少すると予測され

る。一方、暖温帯で生育するアカガシの分布可能な地域は増加すると予測されている。 

対象とする樹種の天然分布と気候などの環境要因から、統計的に将来の分布を予測するモ

デルを用いて、各樹種の分布可能な環境をもつ地域（潜在生育域）を予測している。 

 

ア) ブナ潜在生育域 

A) 予測手法 

ブナは、九州から北海道の冷温帯で優占する落葉広葉樹である。ブナの分布情報と気候条

件等から、ブナの生育に適した条件を予測するモデルがある。このモデルを使用して、三重

県の気候変化予測 14 に基づく、ブナの生育可能な地域（潜在生育域）の変化を予測している。 

 

B) 予測結果 

全国では、RCP8.5 シナリオの場合、21 世紀末（2081～2100 年）には、本州太平洋側から

西日本の潜在生育域がほとんど消失する予測となっている。 

三重県では、20 世紀末（1981～2000 年）には、鈴鹿山脈や養老山地、大台ケ原を含む山地

部等に潜在生育域が確認できる。21 世紀末（2081～2100 年）には、気候モデルによりばらつ

きはあるものの、全ての RCP シナリオにおいて潜在生育域が縮小し、なかには、ほとんど消

失するケースもある。ブナの潜在生育域が減少する要因として、温暖化に伴う温度上昇が考

えられる。さらに、ブナの更新を阻害する要因としてシカによる食害が、減少に拍車をかけ

ると予想される。なお、養老山地では、現在、ブナが生育しうる潜在生育域が見られますが、

実際にはブナの生育は確認されていない。これは、予測に使用されたモデルが、気候条件等

からブナの生育に適した条件を予測するモデルであることに由来するもので、実際の植物分

布には、地史的な要因や人為的な要因も影響していると考えられる。 

ブナの生育している場所の気候条件が変わり、潜在生育域から外れても、樹木は寿命が長

いため、すぐにブナがなくなるということを意味するわけではない。しかし、生育に適する

条件から外れることで、種子の生産や稚樹の生育などに負の影響を与え、衰退が進む可能性

がある。また、三重県を含む紀伊半島では、もともとシカによる食害が深刻であることから、

これについてもブナの更新に負の影響を与えることが考えられる。 
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現在（1981-2000 年）   21 世紀末（2081-2100 年） 

図 2.1.4.7 全国における 21 世紀末（2081～2100 年）のブナ林の潜在生育域予測 
※ RCP8.5, MIROC5 の例 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）をもとに作成 
 
 
 

 
図 2.1.4.8 三重県における 21 世紀末(2081～2100 年)のブナ林の潜在生育域予測 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ(1 km×1 km)データ 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 
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イ) アカガシ潜在生育域 

A) 予測手法 

アカガシは、九州から東北の暖温帯で優占する常緑広葉樹である。アカガシの分布情報と

気候条件等から、アカガシの生育に適した条件を予測するモデルがある。このモデルを使用

して、三重県の気候変化予測に基づく、アカガシの生育可能な地域（潜在生育域）の変化を

予測している。 

 

B) 予測結果 

全国では、RCP8.5 シナリオの場合、21 世紀末（2081～2100 年）には、中部から東北、北

海道にかけて潜在生育域が拡大する予測となっている。 

三重県では、現在（1981～2000 年）、平野部や上野盆地、志摩半島等を除いて、三重県の

広い範囲に広がっています。21 世紀末（2081～2100 年）においても、アカガシの潜在生育域

は、総じてほぼ維持されると予測される。 

ただし、アカガシの移動速度は遅いことや実際に生育する自然林は分断されていることも

考慮すると、アカガシの分布拡大は緩やかに進むものと予測される。 

 

 
現在（1981-2000 年）   21 世紀末（2081-2100 年） 

図 2.1.4.9 全国における 21 世紀末（2081～2100 年）のアカガシの潜在生育域予測 
※ RCP8.5, MIROC5 の例 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）をもとに作成 
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図 2.1.4.10 三重県における 21 世紀末(2081～2100 年)のアカガシの潜在生育域予測 

※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ(1 km×1 km)データ 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 
 

現在（1981-2000 年） 
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ウ) シラビソ潜在生育域 

A) 予測手法 

シラビソは、四国から東北南部の亜高山帯（亜寒帯）で優占する常緑針葉樹である。シラ

ビソの分布情報と気候条件等から、シラビソの生育に適した条件を予測するモデルがある。

このモデルを使用して、三重県の気候変化予測に基づく、シラビソの生育可能な地域（潜在

生育域）の変化を予測している。 

 

B) 予測結果 

全国では、現在（1981～2000 年）、中部と北海道の一部に潜在生育域が見られるが、RCP8.5

シナリオの場合、21 世紀末（2081～2100 年）には、消失する予測となっている。 

三重県では、現在（1981～2000 年）、大台ケ原付近に潜在生育域が見られるが、21 世紀末

（2081～2100 年）においては、全ての RCP シナリオ・気候モデルで潜在生育域は見られなく

なる。 

 

 
現在（1981-2000 年）   21 世紀末（2081-2100 年） 

図 2.1.4.11 全国における 21 世紀末（2081～2100 年）のシラビソの潜在生育域予測 
※ RCP8.5, MIROC5 の例 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）をもとに作成 
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図 2.1.4.12 三重県における 21 世紀末(2081～2100 年)のシラビソの潜在生育域予測 

※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ(1 km×1 km)データ 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 
 
 

現在（1981-2000 年） 
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(4) 自然災害・沿岸域 
【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

4111 河川 洪水 A1B シナリオなどの将来予測によれば、洪水を起
こしうる大雨事象が日本の代表的な河川流域にお
いて今世紀末には現在に比べ有意に増加し、同じ頻
度の降雨量が 1～3 割のオーダーで増加することに
ついて、多くの文献で見解が一致している。 

Ｃ 
(日本全国) 

文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・予測及び影
響評価統合レポート 「日本の気候変動とその影響」 
 
21 世紀気候変動予測革新プログラム：超高解像度大気モデルによる
将来の極端現象の変化予測に関する研究 平成 22年度研究成果報告
書 
 
国土交通省  国土技術政策総合研究所  気候変動適応研究本部
（2013）.  国土技術政策総合研究資料 気候変動適応策に関する
研究（中間報告） 

元文献：服部ら（2012）．気候変化の治水施策への影響に関する全
国マクロ評価, 河川技術論文集, 土木学会水工学委員会河川部会, 
第 18 巻 
 
中北英一・宮宅敏哉・木島梨沙子：気候変動に伴う梅雨期の集中豪
雨の将来変化に関する領域気候モデルを用いた基礎的研究 土木
学会論文集 B1(水工学) Vol.68, No.4, I_427-I_432, 2012. 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

4112   複数の文献が、洪水を発生させる降雨量の増加割合
に対して、洪水ピーク流量の増加割合、氾濫発生確
率の増加割合がともに大きくなる（増幅する）こと
を示している。この増幅の度合いについては、洪水
ピーク流量に対して氾濫発生確率のそれがはるか
に大きくなると想定される。 

Ｃ 
(日本全国) 

文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・予測及び影
響評価統合レポート 「日本の気候変動とその影響」 

4113   河川堤防により洪水から守られた氾濫可能エリア
における氾濫発生の頻度が有意に増せば、水害の起
こりやすさは有意に増す。 

Ｃ 
(情報なし) 

国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地球
温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申） 

4114   海岸近くの低平地等では、海面水位の上昇が洪水氾
濫の可能性を増やし、氾濫による浸水時間の長期化
を招くと想定される。 

Ｃ 
(情報なし) 

国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地球
温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）. 

4115 河川 洪水 将来予測結果の信頼性をさらに向上させるには、そ
れを規定する大きな要素となっている気候モデル
について、現象再現における空間解像度を向上さ
せ、同時に計算ケースを増やすことの両立が求めら
れる。 

Ｄ － 

4121  内水 局所的な強雨事象を対象にした気候変動影響の推
定は、詳細な解像度の確保や局所的強雨をもたらす
気象擾乱をモデル化すること自体が難しいため、本
格化に至っていない。 

Ｄ － 

4122   現在に至るまでの大雨事象の経年変化傾向と、これ
までの50年の経年変化傾向を延長して50年後に向
かって短時間降雨量が増大する可能性を示した文
献は、内水被害をもたらす大雨事象が今後増加する
可能性について有用な情報を与えている。 

Ｄ － 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

4123   河川近くの低平地等では、河川水位が上昇する頻度
の増加によって、下水道等から雨水を排水しづらく
なることによる内水氾濫の可能性が増え、浸水時間
の長期化を招くと想定される。 

Ｃ 
(情報なし) 

国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地球
温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申） 

4124   都市部には、特有の氾濫・浸水に対する脆弱性が存
在するため、短時間集中降雨が気候変動影響により
増大し、そこに海面水位の上昇が重なれば、その影
響は大きい。 

Ｃ 
(日本) 

Esteban, M., Webersik, C., Shibayama, T. (2010). Methodology for the 
estimation of the increase in time loss due to future increase in tropical 
cyclone intensity in Japan. Climate Change, 102(3), 555-578. 

4125   大雨の増加は、都市部以外に農地等への浸水被害等
をもたらすことも想定される。 

Ｂ 
(日本のモデ

ル地区（東北、
関東、北陸、東
海、近畿、中国

四国、九州、沖
縄）) 

農業農村工学会誌 vol.79 No.12 2011 

4211 沿岸 海 面 上
昇 

気候変動による海面上昇については多くの研究が
行われている。 

－  

4212   1986～2005 年平均を基準とした、2081～2100 年平
均の世界平均海面水位の上昇は、RCP2.6 シナリオ
で 0.26 ～0.55m、RCP4.5 シナリオで 0.32～0.63m、
RCP6.0 シナリオで 0.33～0.63m、RCP8.5 シナリオ
で0.45～0.82mの範囲となる可能性が高いとされて
おり、温室効果ガスの排出を抑えた場合でも一定の
海面上昇は免れない。 

Ｄ － 

4213   80cm 海面が上昇した場合、三大湾のゼロメートル
地帯の面積が現在の 1.6 倍に増加するなど、影響の
範囲は全国の海岸に及ぶ。 

Ａ 
（東京湾、
伊勢湾、大

阪湾) 

国土交通省 気候変動に適応した治水対策検討小委員会資料 4「今
後さらに取り組むべき適応策 

（高潮、海面水位の上昇）について」 

4214 沿岸 海 面 上
昇 

海面上昇が生じると、台風、低気圧の強化が無い場
合にも、現在と比較して高潮、高波による被災リス
クが高まる。 

－  
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

4215   河川や沿岸の人工物の機能の低下、沿岸部の水没・
浸水、港湾及び漁港機能への支障、干潟や河川の感
潮区間の生態系への影響が想定される。 

－  

4221  高潮・高
波 

高潮をもたらす主要因は台風であるが、気候変動に
よる台風の挙動（経路、規模等）を予測する技術は
開発途上にある。しかし、台風が沿岸域に到達した
際に生じる水位の上昇、浸水の範囲等の予測計算の
結果は一定の精度で評価できる。 

Ｄ － 

4222   気候変動により海面が上昇する可能性が非常に高
く、高潮のリスクは高まる。 

Ｃ 
(情報なし) 

Ｂ 
(三大湾、瀬戸

内海) 

Ｃ 
(日本、東ア

ジア、世界

(熱帯低気

圧)) 

国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地球
温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申） 
 
交通政策審議会（2009）. 地球温暖化に起因する気候変動に対する
港湾政策のあり方（答申） 
 
Kusunoki, S., J. Yoshimura, H. Yoshimura, R. Mizuta, K. Oouchi, and A. 
Noda, 2008: Global Warming Projection by an Atmospheric Global 
Model with 20-km Grid. Journal of Disaster Research, vol.3, No.1, 4-14. 

4223   高波については、台風の強度の増加等による太平洋
沿岸地域における高波のリスク増大の可能性、ま
た、波高や高潮偏差の増大による港湾及び漁港防波
堤等への被害等が予測されている。 

Ｃ 
(日本近海) 

 
Ｃ 

(日本全国) 

文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・予測及び影
響評価統合レポート 「日本の気候変動とその影響」 
 
鈴木武（2012). 地球温暖化影響を考慮した高潮浸水被害リスクマッ
プと沿岸浸水被害関数の作成 , 土木学会論文集 B3(海洋開
発),Vol.68, No.2, I_870-I_875 

4224   港湾・漁港、特に施設の設置水深が浅い港では、平
均海面上昇やそれに伴う波高の増加により、施設の
安全性が十分確保できなくなる箇所が多くなると
予測されている。 

Ｃ 
(日本) 

独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所（2004）.平成
14－15 年度地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査総合報告
書 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

4231  海 岸 侵
食 

気候変動による海面の上昇や台風の強度の増加に
よって、海岸が侵食されることが予測されている。
具体的には、30cm、60cm の海面上昇により、それ
ぞれ、我が国の砂浜の約 5 割、約 8 割が消失する。 

Ｄ － 

4232 沿岸 海 岸 侵
食 

一方で、気候変動による降雨量の増加によって河川
からの土砂供給量が変化し、河口周辺の海岸などに
おいて土砂堆積が生じる可能性も報告されている。
しかし、気候変動による海岸侵食を補うだけの土砂
量の増加の可能性は高くないと考えられ、海岸の侵
食が現在よりもさらに進行することが想定されている。 

Ｃ 
(情報なし) 

 

文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・予測及び影
響評価統合レポート 「日本の気候変動とその影響」 

4311 山地 土 石
流・地す
べり等 

降雨条件が厳しくなるという前提の下で状況の変
化が想定されるものとして以下が挙げられる。（こ
こで、厳しい降雨条件として、極端に降雨強度の大
きい豪雨およびその高降雨強度の長時間化、極端に
総降雨量の大きい豪雨などを表す。） 
 集中的な崩壊・がけ崩れ・土石流等の頻発、

山地や斜面周辺地域の社会生活への影響 
 ハード対策やソフト対策の効果の相対的な低

下、被害の拡大 
 深層崩壊等の大規模現象の増加による直接

的・間接的影響の長期化 
 現象の大規模化による既存の土砂災害危険箇

所等以外への被害の拡大 
河川への土砂供給量増大による治水・利水機能の低
下 

Ｃ 
(日本全国) 

 
Ｃ 

(情報なし) 
 

温暖化影響総合予測プロジェクトチーム（2009）. S-4 温暖化の危
険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化影
響の総合評価に関する研究 第 2 回報告書 地球温暖化「日本へ
の影響」-長期的な気候安定化レベルと影響リスク評価.  

元文献：肱岡靖明・高橋潔・花崎直太・増冨祐司・原沢英夫（2009). 
総合評価モデルを用いた日本を対象とした温暖化影響の総合評
価, 地球環境 Vol.14 No2 127-133.  

31028：川越清樹・風間聡（2009）. 温暖化に対する土砂災害の影響
評価. 地球環境 14(2). 135-142. 
 
国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地球
温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）. . 

4411 その他 強風等 A1B シナリオを用いた研究では、近未来（2015～
2039 年）から気候変動による強風や強い台風の増
加等が予測されている。 

Ｃ 
(東日本、西
日本を含む
東南アジ

ア) 

文部科学省研究開発局（2013). 21 世紀気候変動予測革新プログラム 
超高解像度大気モデルによる将来の極端現象の変化予測に関す
る研究.  

元文献： Hiroyuki Murakami・Bin Wang・Akio Kitoh（2011）. Future 
Change of Western North Pacific Typhoons: Projections by a 20-km-mesh 
Global Atmospheric Model. Journal of Climate 24. 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

4412   また、日本全域で 21 世紀末（2075～2099 年）には
3～5 月を中心に竜巻発生好適条件の出現頻度が高
まることも予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

文部科学省研究開発局（2013). 21 世紀気候変動予測革新プログラム 
超高解像度大気モデルによる将来の極端現象の変化予測に関す
る研究. 

元文献：松村貴有・加藤輝之・鬼頭昭雄（2011). 全球 20km 大気大
循環モデルに基づく竜巻発生環境場の将来予測 日本気象学会大会
講演予稿集. 

4413 その他 強風等 現時点で定量的に予測をした研究事例は確認でき
ていないものの、強い台風の増加等に伴い、中山間
地域における風倒木災害の増大が懸念されている。 

Ｃ 
(情報なし) 

国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地球
温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申） 
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① 高潮被害額 

「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」（平成

22～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8

研究課題担当の国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災研究部 鈴木 武部長より情報提

供・助言を得て、三重県への影響予測を行いました。 

海面が 60cm 上昇し、強い台風の発生が増加した場合、伊勢湾の北中部や志摩半島・熊野

灘北部の湾・入江などで、高潮による災害のリスクが高くなると予想されている。 

 

ア) 予測手法 

地形と潮位変動のデータより、堤防等から越流する海水の量を計算し、浸水深が最大とな

るときの高潮被害額を治水経済マニュアルに基づいて計算している。予測の条件は、海面上

昇量を 60cm、更に、高潮増大率を 1.3 と設定している。なお、堤防の高さは現地確認などを

行い設定している。 

 

イ) 予測結果 

全国的には、高潮は都市が発達している沿岸低平地に甚大な被害が生じると予測されてい

る。 

特に、瀬戸内海、大阪湾、伊勢湾及び東京湾の奥部の港湾地帯や有明海や八代海の干拓地

等の防潮施設の高さが低い場所で、浸水の危険性が高まると予測されている。 

従って、三重県においても、海面が上昇し、強い台風が増加すれば、伊勢湾の北中部や志

摩半島・熊野灘北部津の湾・入江などで、高潮による災害のリスクが高まると予想されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4.13 海面上昇 60cm のときの全国における高潮被害額指標 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

1 

1,000 

1,000,000 
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② 砂浜消失率 

「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」（平成

22～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8

研究課題担当の東北大学災害科学国際研究所 有働 恵子准教授より砂浜消失率の予測に関

して情報提供・助言を得て、三重県への影響予測を行った。 

海面上昇により、砂浜が消失していくと予測されている。 

 

ア) 予測手法 

海面上昇により、どれだけ砂浜が消失するかを Bruun 則（汀線後退量と底質移動限界水深、

海面上昇量の関係を表す。）から砂浜消失率として予測をしている。 

 

イ) 予測結果 

将来は全国的に砂浜が消失し、56cm 以上の海面上昇量のときの砂浜消失率は 80％を超え

ると予測されている。 

この時の三重県の砂浜消失率は 100％となり、現在（1990 年）ある 30～40m 程度の砂浜は

すべて消失する予測結果となる。なお、砂浜の背後には堤防が整備されているので、堤防よ

り陸側への浸食はないものとして消失率を算定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 世紀半ば（2031-2050 年）     21 世紀末（2081-2100 年） 

図 2.1.4.14 全国における砂浜消失率 
※ RCP8.5, MIROC5 の例 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）をもとに作成 
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表 2.1.4.3 三重県における砂浜消失率予測 
 

 気候モデル MIROC5 
シナリオ RCP2.6 RCP8.5 
予測年 2031～ 

2050 年 
2081～ 
2100 年 

2031～ 
2050 年 

2081～ 
2100 年 

三河湾・伊勢湾 
砂浜消失率(%) 33 81 39 100 
海面上昇量(cm) 17 42 20 58 

熊野灘 
砂浜消失率(%) 33 83 39 100 
海面上昇量(cm) 17 43 20 59 

全国計 
砂浜消失率(%) 33 68 38 82 
海面上昇量(cm) 18 42 21 59 

 

 気候モデル MRI-GCM3.0 
シナリオ RCP2.6 RCP8.5 
予測年 2031～ 

2050 年 
2081～ 
2100 年 

2031～ 
2050 年 

2081～ 
2100 年 

三河湾・伊勢湾 
砂浜消失率(%) 25 59 38 100 
海面上昇量(cm) 13 31 20 56 

熊野灘 
砂浜消失率(%) 25 59 37 100 
海面上昇量(cm) 13 31 20 57 

全国計 
砂浜消失率(%) 26 54 36 80 
海面上昇量(cm) 14 32 20 56 

 

 気候モデル HadGEM2-ES 
シナリオ RCP2.6 RCP8.5 
予測年 2031～ 

2050 年 
2081～ 
2100 年 

2031～ 
2050 年 

2081～ 
2100 年 

三河湾・伊勢湾 
砂浜消失率(%) 39 70 43 100 
海面上昇量(cm) 20 36 22 56 

熊野灘 
砂浜消失率(%) 38 69 43 100 
海面上昇量(cm) 20 36 22 56 

全国計 
砂浜消失率(%) 38 63 42 82 
海面上昇量(cm) 21 38 24 59 

 
※ 東北大学災害科学国際研究所 有働 恵子准教授からの提供資料により作成 

 

表 2.1.4.4 三河湾・伊勢湾、熊野灘の砂浜海岸線延長・砂浜面積・砂浜幅 

 

 

 

 
※ データは 1990 年現在 
※ 東北大学災害科学国際研究所 有働 恵子准教授からの提供資料により作成 

 

 砂浜海岸線延長(km) 砂浜面積(km2) 砂浜幅(m) 
三河湾・伊勢湾 54.6291 1.7183 31.45 
熊野灘 114.7295 4.7367 41.29 

全国計 6,478.4258 277.612  
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③ 斜面崩壊発生確率 

「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」（平成 22

～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8

研究課題担当の福島大学大学院共生システム理工学研究科 川越 清樹准教授より情報提

供・助言を得て、三重県への影響予測を行った。 

気温上昇が進むにつれて、斜面崩壊のリスクが山地部を中心に高まることが予測されてい

る。 

 

ア) 予測手法 

斜面崩壊発生確率とは、解像度 1km×1km の地域に対して斜面崩壊現象の発生確率を示し

たものである。その発生確率は、地形、地質と降雨量変化に応じた地下水上昇（地下水勾配）

の条件を、全国における過去の斜面崩壊の実績から設定し、年最大日降水量の将来値により

予測をしている。また、斜面崩壊発生確率の上昇率についても明らかにしている。なお、こ

の発生確率は、何年間に 1 回発生する確率でなく、年最大日降水量の変化による斜面崩壊の

確率を示したものである。 

 

イ) 予測結果 

日本全体では、温暖化に伴って斜面崩壊発生確率はなだらかに増加すると予測されている。 

三重県における現在（1981～2000 年）の状況は、東紀州をはじめとする山地部や熊野灘に

面した沿岸付近で、斜面崩壊発生確率の高い地域が分布している。 

将来は、発生確率の分布傾向が大きく変化するわけではないが、山地部を中心に、現在よ

り発生確率が 10％を超える上昇をすると予測される。 

なお、21 世紀末（2081～2100 年）には、RCP8.5 シナリオの GFDL CM3 モデルの場合にお

いて最も発生確率が高まると予想されているが、RCP シナリオや気候モデルの違いによる大

きな差はなく、全てのケースにおいて、山地部を中心に発生確率が高まる傾向が認められる。 

 

 

 
現在（1981-2000 年）   21 世紀半ば（2031-2050 年）   21 世紀末（2081-2100 年） 

図 2.1.4.15 全国における斜面崩壊発生確率の予測 
※ RCP8.5, MIROC5 の例 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）をもとに作成 
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図 2.1.4.16 三重県における斜面崩壊発生確率の予測 

 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ（1 km×1 km）データ 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

現在（1981-2000 年） 

単位：% 
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図 2.1.4.17 三重県における斜面崩壊発生確率上昇率の予測 

 
※ 結果は現在(1981～2000 年)との差 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ（1 km×1 km）データ 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

 

 

単位：% 
 

（現在の図なし） 



 

 

139 

(5) 健康 
【凡例】「三重県との関連性」   
 A：三重県での事象 
 B：近隣圏での事象 
 C：日本全国での事象 
 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

5111 冬季の
温暖化 

冬季死亡
率 

冬季の平均気温は、RCP4.5 シナリオの場合、2030
年代に、全国的に 2000 年代よりも上昇し、全死亡
（非事故）に占める低気温関連死亡の割合が減少す
ることが予測された。しかし、この予測は季節の影
響と冬期における気温の相違による影響を分離し
て行われる前の研究である。季節の影響を分離すれ
ば、低気温関連死亡の割合の減少は、この予測より
も小さくなることが想定される。 

Ｃ 
(日本全国 
及び関東) 

気候変動適応研究推進プログラム：RECCA (2012), 平成 24 年度 
大気環境物質のためのシームレス同化システムの構築とその応
用（SALAS）報告書  

5211 暑熱 死亡リス
ク 

東京を含むアジアの複数都市では、夏季の熱波の頻
度が増加し、死亡率や罹患率に関係する熱ストレス
の発生が増加する可能性があることが予測されて
いる。 

Ｄ － 

5212   日本における熱ストレスによる死亡リスクは、450s
シナリオ及び BaU シナリオの場合、今世紀中頃
（2050 年代）には 1981～2000 年に比べ、約 1.8～
2.2 倍、今世紀末（2090 年代）には約 2.1～約 3.7
倍に達することが予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

温暖化影響総合予測プロジェクトチーム（2009）. S-4 温暖化の
危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化
影響の総合評価に関する研究 第 2 回報告書 地球温暖化「日本
への影響」-長期的な気候安定化レベルと影響リスク評価.  

5213   RCP2.6 シナリオの場合であっても、熱ストレス超
過死亡数は、年齢層に関わらず、全ての県で 2 倍以
上になると予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）、独立行政法人 国
立環境研究所（2014）. S-8 地球温暖化「日本への影響」－新たな
シナリオに基づく総合的影響評価予測と適応策－ 

5221  熱中症 熱中症発生率の増加率は、2031～2050 年、2081～
2100 年のいずれの予測も北海道、東北、関東で大
きく、四国、九州・沖縄で小さいことが予測されて
いる。 

Ｄ － 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

5222 暑熱 熱中症 年齢別にみると、熱中症発生率の増加率は 65 歳以
上の高齢者で最も大きく、将来の人口高齢化を加味
すれば、その影響はより深刻と考えられる。 

Ｄ － 

5223   RCP8.5 シナリオを用いた予測では、21 世紀半ばに
は、熱中症搬送者数は、四国を除き 2 倍以上を示す
県が多数となり、21 世紀末には、RCP2.6 シナリオ
を用いた予測を除きほぼ全県で 2 倍以上になるこ
とが予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）、独立行政法人 国
立環境研究所（2014）. S-8 地球温暖化「日本への影響」－新たな
シナリオに基づく総合的影響評価予測と適応策－ 

5224   労働効率への影響等、気候変動の臨床症状に至らな
い健康影響について、国外では報告があり、IPCC
第 5 次評価報告書にも採り上げられている。一方
で、国内では報告が少ない。 

Ｄ － 

5311 感染症 水系・食
品媒介性
感染症 

気候変動による水系・食品媒介性感染症の拡大が懸
念されるが、現時点で研究事例は限定的にしか確認
できていない。 

Ｃ 
(記載なし) 

 
Ｃ 

（世界) 

茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）、独立行政法人 国
立環境研究所（2014）. S-8 地球温暖化「日本への影響」－新たな
シナリオに基づく総合的影響評価予測と適応策－ 
 
肱岡ら（2002）. 地球温暖化による水系感染症への影響 

5321  節足動物
媒介感染
症 

RCP8.5 シナリオを用いた予測では、ヒトスジシマ
カの分布可能域は、21 世紀末には、北海道の一部
にまで広がることが予測されている。ただし、分布
可能域の拡大が、直ちに疾患の発生数の拡大につな
がるわけではない。 

Ｃ 
(日本全国) 

Kobayashi et al.(2008）. Global warming and vector-borne infectious 
diseases. Journal of Disaster Research 

5322   他にも気候変動の影響を受ける可能性のある感染
症はあるが、現時点で日本における感染症リスクの
拡大に関する具体的な研究事例は確認できていな
い。 

Ｄ － 

5331  その他の
感染症 

水系・食品媒介性感染症や節足動物媒介感染症以外
の感染症においても、気温の上昇に伴い、季節性の
変化や発生リスクの変化が起きる可能性があるも
のの、文献が限られており定量的評価が困難であ
る。 

Ｄ － 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

5411 その他 その他 都市部での気温上昇によるオキシダント濃度上昇
に伴う健康被害の増加想定されるものの、今後の大
気汚染レベルによっても大きく左右され、予測が容
易ではない。 

Ｃ 
(記載なし) 

福井県衛生環境研究センター（2012）. 「福井県から見る地球温
暖化」調査研究報告書 

5412   大雨の増加による閉鎖性水域の汚染の増加に伴う
下痢症の増加が想定されるものの、疫学データが不
足している。 

Ｄ － 

5413 その他 その他 脆弱な集団への影響について、特に小児への影響に
ついての情報が不足している。 

Ｃ 
(記載なし) 

Sheffield and Landrigan (2011). Global Climate Change and Children’
s Health: Threats and Strategies for Prevention. Environmental Health 
Perspectives •  volume 119.  number 3.  March 2011 

5414   労働効率への影響等、気候変動の臨床症状に至らな
い影響について、国外では報告があり、IPCC 第 5
次評価報告書にも採り上げられている。一方で、国
内では報告が少ない。 

Ｄ － 
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① 熱ストレス超過死亡者数 

「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」（平成

22～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8

研究課題担当の筑波大学体育系 本田 靖教授より情報提供・助言を得て、三重県への影響

予測を行った。 

熱ストレス超過による死亡者数は、気温上昇が進むにつれて増加すると予測されている。 

 

ア) 予測手法 

温暖化した場合に熱ストレスによる超過死亡者数がどう変化するかを、計算している。 

熱ストレス超過による死亡者数が最も少ない気温とされる「至適気温」は、気候変動によ

る気温の上昇を受けて、年々高くなっている。この要因は、暑くなっていく気候に、人間が

自動的に適応してきたことによる。熱ストレス超過死亡者数の予測は、至適気温が将来にわ

たって一定の場合として、日最高気温の将来予測値から予測をしている。 

 

○熱ストレス 

気温が快適な範囲を超えて高くなると、人は生理学的に汗をかいたり血液を皮膚表面に

多く分布させたりして体温を一定に保とうとする。さらに長時間、高気温にさらされる

と、脱水、血圧低下などを引き起こし、暑さで温熱中枢が障害されると体温が 40℃を

超えることもある。このような気温上昇による身体への負荷を熱ストレスと言う。 

 

 

○超過死亡 

日別の最高気温を横軸に、死亡数を縦軸にすると、日最高気温が低い又は高いと死亡数

が増加、中間で死亡数が減少する V 字型のグラフになる。暑くても寒くても死亡数は

増加するので、中間付近に死亡数が最も少ない気温（＝至適気温）があり、この気温を

超えた、ある気温での死亡数から至適気温での死亡数を引いた部分を超過死亡と定義し

ている。例えば、至適気温で 1 日 100 人が死亡し、至適気温よりも 5℃高い場合に 1 日

120 人が死亡するとすれば、5℃高い気温での相対リスクは 120 人/100 人=1.2 となる。

すなわち、5℃高い気温では、熱ストレスの超過死亡は、20 人で、至適気温の 1.2 倍の

人が死亡することになります。なお、既存研究をもとに対象は 15 歳以上としている。 
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イ) 予測結果 

三重県の至適気温は 1972～2010 年のデータから計算すると 28.4℃になる。 

全ての気候モデル・RCP シナリオの結果において 21 世紀半ば（2031～2050 年）、21 世紀

末（2081～2100 年）と気温上昇が進むにつれ、三重県の熱ストレス超過による死亡者数は増

加すると予測される。特に RCP8.5 シナリオでは大きく増加し、21 世紀半ば（2031～2050 年）

には 1.7～4.0 倍、21 世紀末（2081～2100 年）には 4.7～14.1 倍になる。 

また、一般的に、高齢者の方が熱ストレス超過死亡のリスクは高くなる。このため全国に

比べてやや高齢化率の高い三重県では、全国よりも影響が大きいと考えられる。ただ、例え

ば同じ 70 歳でも、ここ数十年は死亡率が低下傾向にあり、今の 70 歳の人は 20 年前の 70 歳

の人よりも長生きである。そのような傾向が、まだ続くとすれば高齢者の熱ストレス超過死

亡のリスクは、予測結果より小さくなると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4.18 三重県における熱ストレス超過死亡者数の変化率予測 RCP2.6 の場合 
※ 棒グラフは現在(1981～2000 年)との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

GFDL CM3 HadGEM2-ES 

MRI-CGCM3.0 
MIROC5 
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図 2.1.4.19 三重県における熱ストレス超過死亡者数の変化率予測 RC8.5 の場合 
※ 棒グラフは現在（1981～2000 年）との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

 

 

GFDL CM3 HadGEM2-ES 

MIROC5 MRI-CGCM3.0 
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② 熱中症搬送者数 

「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」（平成

22～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8

研究課題担当の国立環境研究所環境健康研究センター 小野 雅司フェローより情報提供・

助言を得て、三重県への影響予測を行った。 

熱中症搬送者数は、気温上昇が進むにつれて増加すると予測されている。 

 

ア) 予測手法 

熱中症搬送者数は、管区気象台のある 10 都市（札幌市、仙台市、東京都（23 区）、新潟

市、静岡市、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、沖縄県（本土））の最新データ（2010～

2013 年）を基にした、影響関数で推計している。具体的には、10 都市における日最高気温別

（18～38℃）の出現日数と日最高気温別の熱中症患者数、それと 10 都市の人口から日最高気

温別患者発生率（人/100 万人・日）を求め、男女別、年齢階級別（0～19 歳、20～64 歳、65

歳以上）になっている関数である。なお、39℃以上については、得られた影響関数をもとに

予測をしている。 

 

イ) 予測結果 

三重県内の熱中症搬送者数、日最高気温の将来値から予測すると、全ての気候モデル・RCP

シナリオの結果において、21 世紀半ば（2031～2050 年）、21 世紀末（2081～2100 年）へと

気温上昇が進むにつれて増加すると予測される。RCP8.5 シナリオでは、現在（1981～2000

年）と比べて 21 世紀半ば(2031～2050 年)には 1.4～2.7 倍、21 世紀末（2081～2100 年）には

2.9～7.9 倍に増加すると予測される。 
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図 2.1.4.20 三重県における熱中症搬送者数の変化率  RCP2.6 の場合 
※ 棒グラフは現在（1981～2000 年）との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 
 

GFDL CM3 HadGEM2-ES 

MIROC5 MRI-CGCM3.0 



 

147 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4.21 三重県における気候モデル別熱中症搬送者数の変化率 RCP8.5 の場合 
※ 棒グラフは現在（1981～2000 年）との比 
※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 

 

 

MIROC5 MRI-CGCM3.0 

HadGEM2-ES GFDL CM3 
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③ ヒトスジシマカ分布域 

「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」（平成

22～26 年度）において作成された、気候変動影響評価結果の三重県に関するデータから、S-8

研究課題担当の国立感染症研究所 小林 睦生名誉所員より情報提供・助言を得て、三重県

への影響予測を行った。 

既に、ほぼ全域にヒトスジシマカの生息可能域が広がっていますが、気温の上昇により、

山間部の集落においても実際の分布域を広げる可能性が、更に高まると予測されている。 

 

ア) 予測手法 

ヒトスジシマカはデング熱、チクングニア熱等の感染症の主たる媒介蚊である。ヒトスジ

シマカが分布する気候条件は、その分布域調査と気温との関係に関する研究から、年平均気

温 11℃以上ということが明らかになっている。この条件下で、三重県の年平均気温の将来予

測値からヒトスジシマカの分布域の予測をしている。 

 

イ) 予測結果 

日本におけるヒトスジシマカの分布域北限は年々北上し、現在（1981～2000 年）の分布域

北限は、東北地方北部になっている。将来、気温上昇が進行すると、現在、年平均気温が 11℃

以下の地域も、ヒトスジシマカが生息可能になることが考えられている。 

三重県では既に、ほぼ全域にヒトスジシマカの生息可能域が広がっているが、気温の上昇

により、山間部の集落においても、実際の分布域を広げる可能性は更に高まると予測されて

いる。 

 

 

 
現在（1981-2000 年）   21 世紀半ば（2031-2050 年）   21 世紀末（2081-2100 年） 

図 2.1.4.22 全国におけるヒトスジシマカ分布域予測 
※ RCP8.5, MIROC5 の例 
※ 赤色は生息可能域 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）をもとに作成 
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図 2.1.4.23 三重県におけるヒトスジシマカ分布域の予測 

※ GFDL CM3, HadGEM2-ES, MIROC5, MRI-CGCM3.0 は気候モデルの種類を示す。 
※ 地図は 3 次メッシュ（1 km×1 km）データ 
※ S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム（2014）からの提供資料をもとに作成 

 
 

現在（1981-2000 年） 
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(6) 産業・経済活動 
【凡例】「三重県との関連性」   

 A：三重県での事象 

 B：近隣圏での事象 

 C：日本全国での事象 

 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

6111 製造業 製造業 気候変動による製造業への将来影響が大きいと評
価している研究事例は乏しく、現時点の知見から
は、製造業への影響は大きいとは言えない。 
 最も大きな海面上昇幅を前提として、2090 年

代において海面上昇により東京湾周辺での生
産損失額は、沿岸対策を取らなかった場合、
製造業にも多額の損失が生じるとしている研
究もある。 

現時点で定量的に予測した研究事例ではないが、
アパレル業界など、平均気温の変化が、企業の生
産・販売過程、生産施設の立地等に直接的、物理
的な影響を及ぼすことも懸念される。 

Ｃ 
(特定して
いない) 

 Kim Ho Seok （2012）. 気候変動と産業競争力. 北東アジア研究 島
根県立大学開学十周年記念号 

6211 エネル
ギー 

エネルギ
ー需給 

気候変動によるエネルギー需給への将来影響を定
量的に評価している研究事例は限定的であるが、
現時点の知見からは、エネルギー需給への影響は
大きいとは言えない。 
 気温の上昇によるエネルギー消費への影響に

ついて、以下のような予測を示した事例があ
る。 
 産業部門や運輸部門においてはほとんど変
化しない 

 家庭部門では減少する（気温が 1 度上昇する
と、家庭でのエネルギー消費量は北海道・東
北で 3～4％、その他の地域で 1～2％減少す
る） 
 

Ｄ － 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

 サービス業等の業務部門では増加する（気温
が 1 度上昇すると、業務部門では 1～2％増
加する） 

 家庭、業務部門を併せた民生部門全体では、
大きな影響は無い、または地域によっては減
少する 

夏季の気温の上昇は、電力供給のピークを先鋭化
させるとの指摘がある。 

6311 商業 商業 日本における気候変動による商業への将来影響を
評価している研究事例は乏しく、商業への影響は
現時点では評価できない。 
 アパレル業界では、気候変動は季節性を有す

る製品の売上、販売計画に影響を与えうると
指摘する研究がある。 

CDP プロジェクトにおいて、海外でのアパレル、
ホテルなどの企業が、今後気候変動に関連して生
じる自社への影響やそれに伴う経済損失を試算
し、評価した例がある。 

Ｃ 
(特定して
いない) 

気象庁(2013)アパレル・ファッション産業における気候リスク評価
調査報告書 

6411 金融・
保険 

金融・保
険 

自然災害とそれに伴う保険損害が増加し、保険金
支払額の増加、再保険料の増加が予測されている。
ただし、現時点では、日本に関する研究事例は限
定的にしか確認できていない。 

Ｄ － 

6412   現時点で日本に関して定量的に予測をした研究事
例は確認できていないものの、以下のような影響
も想定される。 
（保険業） 
 付保できない分野の登場、再保険の調達困難

などの脅威 
 保険需要の増加、新規商品開発の可能性など

のビジネス機会。 
（金融業） 
 資産の損害や気象の変化による経済コストの

上昇などの脅威 
適応事業融資、天候デリバティブの開発などのビ
ジネス機会 

Ｄ － 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

6413   金融分野への影響については、現時点で日本に関
する具体的な研究事例は確認できていない。 

Ｄ － 

6511 観光業 レジャー A1B シナリオを用いた予測では、2050 年頃には、
夏季は気温の上昇等により観光快適度が低下する
が、春季や秋～冬季は観光快適度が上昇すると予
測されている。 

Ｃ 
(日本全土

38 箇所のリ
ゾート地) 

Hiroyasu KUBOKAWA et al.（2014）. Evaluation of the Tourism Climate 
Index over Japan in a Future Climate Using a Statistical Downscaling 
Method. Journal of the Meteorological Society of Japan. Vol.92 (1)  

6512   スキーに関しては、降雪量及び最深積雪が、2031
～2050 年には北海道と本州の内陸の一部地域を除
いて減少することで、ほとんどのスキー場におい
て積雪深が減少すると予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

中口毅博（2010）. 地球温暖化がスキー場の積雪量や滑走可能日数
に及ぼす影響予測-気象庁 RCM20 予測を用いて. 芝浦工業大学研
究報告人文系,44-1 

6513   海面上昇により砂浜が減少することで、海岸部の
レジャーに影響を与えると予測されている。 

Ｃ 
(日本全国) 

大野ら（2009）.地球温暖化による砂浜消失の経済評価：旅行費用法
によるアプローチ. 地球環境. Vol.14. No.2/2009. 
 
坂本、中嶌（2012）旅行費用法と整合的な応用一般均衡モデルの開
発, 土木学会論文集 G（環境）, vol. 68, no. 6, pp. II_217-II_228 

6611 建設業 建設業 現時点で、建設業への影響について具体的な研究
事例は限定的である。 
ただし、インフラ等への影響については別途検討
されている。 

Ｄ  

6711 医療 医療 現時点で、医療産業への影響について具体的な研
究事例は確認できていない。 
ただし、健康への影響については別途検討されて
いる。 

Ｄ  

6811 その他 そ の 他
（海外影
響） 

国外での影響が、日本国内にどのような影響をも
たらすかについては、社会科学分野が含まれる二
次的な影響が中心であり、要因が複雑で、現時点
では具体的な研究事例が確認できていない。 

Ｄ  

6812   ただし、英国での検討事例等を踏まえると、エネ
ルギーや農水産物の輸入価格の変動、海外におけ
る企業の生産拠点への直接的・物理的な影響、海
外における感染症媒介者の増加に伴う移住・旅行
等を通じた感染症拡大への影響等が日本において
も懸念される。 

Ｄ  
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(7) 国民生活・都市生活 
【凡例】「三重県との関連性」   
 A：三重県での事象 
 B：近隣圏での事象 
 C：日本全国での事象 
 D：三重県及び近隣圏での事象ではない 

コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

7111 都市イ
ンフ
ラ、 
ライフ
ライン
等 

水道、交
通等 

気候変動が、インフラ・ライフラインにどのような
影響をもたらすかについて、全球レベルでは、極端
な気象現象が、電気、水供給サービスのようなイン
フラ網や重要なサービスの機能停止をもたらすこ
とによるシステムのリスクに加えて国家安全保障
政策にも影響を及ぼす可能性があると指摘されて
いる。 

Ｃ 
(世界) 

IPCC(2014). 気候変動 2014 影響、適応及び脆弱性 政策決定者向
け要約（第 5 次評価報告書第 2 作業部会報告書） 環境省訳. 2014
年 10 月 31 日版 

7112   一方、国内では、社会科学分野が含まれる二次的な
影響が中心であり、要因が複雑であるため、現時点
では研究事例は限定的にしか確認できていない。海
外では通信・交通インフラにおけるリスクの増大等
を指摘した検討事例等がある。 

Ｄ  

7113   今後、気候変動による短時間強雨や渇水の増加、強
い台風の増加等が進めば、インフラ・ライフライン
等に影響が及ぶことが懸念される。 

Ｄ  

7211 文化・
歴史な
どを感
じる暮
らし 

生 物 季
節、伝統
行事・地
場産業等 

サクラの開花日及び満開期間について、A1B シナリ
オ及び A2 シナリオの場合、将来の開花日は北日本
などでは早まる傾向にあるが、西南日本では遅くな
る傾向にあること、また、今世紀中頃および今世紀
末には、気温の上昇により開花から満開までに必要
な日数は短くなることが示されている。それに伴
い、花見ができる日数の減少、サクラを観光資源と
する地域への影響が予測されている。 

Ｃ 
(本州・四
国・九州の

52 地点) 

塚原、林（2012）. 温暖化がサクラの開花時期に及ぼす影響. 地
球環境. Vol.17. No.1/2012. 
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コード 
番号 大項目 小項目 

国の将来予測される影響 三重県の将来予測される影響 

概要 三重県との
関連性 入手情報 

7212   地域独自の伝統行事や観光業・地場産業等への影響
については、現時点で研究事例が限定的にしか確認
できていない。 

Ｄ  

7311 その他 暑熱によ
る生活へ
の影響等 

国内大都市のヒートアイランドは、今後は小幅な進
行にとどまると考えられるが、既に存在するヒート
アイランドに気候変動による気温の上昇が加わり、
気温は引き続き上昇を続けることが見込まれる。 

Ｄ  

7312   例えば、名古屋において 2070 年代 8 月の気温を予
測した事例（A2 シナリオを使用）では 2000～2009
年の 8 月の平均気温と比較して、3℃程度の上昇が
予測されており、気温上昇に伴い、体感指標である
WGBT も上昇傾向を示すことが予測されている。 

Ｂ 
(名古屋 
都市圏) 

黒木美早衣・飯塚悟・伊藤奨・日下博幸・原政之(2012). 複数の
IPCC SRES シナリオに基づく 2030 年代・2050 年代・2070 年代・
2090 年代の名古屋都市圏温熱環境・風環境の将来予測の比較:領
域気象モデル WRF による名古屋都市圏の温熱環境シミュレーシ
ョン （その 3）. 日本建築学会環境系論文集 77(678), 689-697,   

7313   将来の都市の気温の予測においては、都市の形態に
よる違いが見られるものの、気温や体感指標の上昇
が予測されており、上昇後の温熱環境は、熱中症リ
スクや快適性の観点から、都市生活に大きな影響を
及ぼすことが懸念される。 

Ｄ  
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2.2. その他 

気候変動影響評価、適応策検討等の支援にあたり、その他に実施した支援（庁内調整の支援、

有識者の紹介等、事例の提供）を以下に示す。 

 

2.2.1. 庁内調整の支援 

庁内調整の支援として、以下を実施した。 

 

表 2.2.1.1 庁内調整の支援（時系列） 
日時・場所 支援内容 備考 

平成 27 年 8 月 25 日 
（於：JA 三重健保会
館 中研修室） 

第１回三重県気候変動影響評価・適応検討会議への
同席・資料作成補助・要旨作成 

－ 

平成 27 年 12 月 27 日 
（於：JA 三重健保会
館 中研修室） 

第 2 回三重県気候変動影響評価・適応検討会議への
同席・資料作成補助・資料説明・要旨作成 

－ 

平成 27 年 7～8 月 適応策に関する庁内関係部局・県内研究機関等への
照会用調査票の作成支援 

－ 

 

 

2.2.2. 有識者の紹介等 

調査・検討にあたり、以下の有識者を紹介し、指導をいただいた。 

 

表 2.2.2.1 指導等を受けた有識者（時系列） 
日時・場所 氏名 所属・役職 指導等の内容 

平成 27年 8 月 25日 
（於：JA 三重健保
会館 中研修室） 

肱岡 靖明 氏 国立環境研究所社会環境シス
テム研究センター 
環境都市システム研究室室長 

第１回三重県気候変動影響
評価・適応検討会議において
「三重県における気候変動
影響」に関する講演を依頼し
た。 

平成 27 年 11 月 
～平成 28 年 3 月 

三重県報告書の S-8 研究に係
る記載内容の情報提供及び
監修を依頼した。 

平成 27年 8 月 25日 
（於：JA 三重健保
会館 中研修室） 

田中 充 氏 法政大学社会学部・地域研究
センター 教授 

第１回三重県気候変動影響
評価・適応検討会議において
「三重県における気候変動
影響」に関する講演を依頼し
た。 

平成 27 年 11 月 
～平成 28 年 3 月 

梅田 信 氏 東北大学大学院工学研究科土
木工学専攻環境水理学研究室 
准教授 

三重県報告書の S-8 研究に係
る記載内容の情報提供及び
監修を依頼した。 

川越 清樹 氏 福島大学大学院共生システム
理工学研究科 准教授 

中尾 勝洋 氏 森林総合研究所植物生態研究
領域 特別研究員 

石郷岡 康史 氏 農業科学技術研究所大気環境
研究領域 主任研究員 
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日時・場所 氏名 所属・役職 指導等の内容 
平成 27 年 11 月 
～平成 28 年 3 月 

杉浦 俊彦 氏 農業・食品産業技術総合研究
機構果樹研究所 上席研究員 

三重県報告書の S-8 研究に係
る記載内容の情報提供及び
監修を依頼した。 

小林 睦生 氏 国立感染症研究所 名誉所員 

本田 靖 氏 筑波大学体育系 教授 

小野 雅司 氏 国立環境研究所エコチル調査
コアセンター フェロー 

鈴木 武 氏 国土技術政策総合研究所沿岸
海洋・防災研究部 部長 

有働 恵子 氏 東北大学災害科学国際研究所 
准教授 

 

 

2.2.3. 事例等の提供 

気候変動影響評価・適応策検討に資する事例等として、以下を提供した。 

 

表 2.2.3.1 提供した事例等（時系列） 
No. 項目（提供時期） 内容 備考 
1-1 11 自治体の取組状況（7 月） 本支援事業の対象となった 11 自治体の取組状

況を一覧に整理して共有した。 
 

1-2 文部科学省創生プログラムの
資料（7 月） 

文部科学省創生プログラム「水災害分野におけ
る気候変動による影響と適応に関するシンポ
ジウム」（2015 年 5 月 29 日、於：国立オリン
ピック記念青少年総合センター）の要旨集を提
供した。 

 

1-3 海外の自治体の適応計画の事
例（7 月） 

ロンドン、ニューヨークの適応計画の概要情報
を提供した。 

 

1-4 海外の国の適応計画の事例（7
月） 

英国、米国、ドイツ、韓国の適応計画の概要情
報を提供した。 

 

1-5 国内関係府省の適応計画、適応
の考え方（7 月、9 月） 

農林水産省気候変動適応計画、国土交通省の適
応に関する委員会資料等、環境省の水質や生物
多様性の分野の適応に関する委員会資料等に
ついて、概要を整理して提供した。 

 

1-6 気候変動の影響への適応計画
の適応策一覧（11 月） 

国の気候変動の影響への適応計画から、各分野
の適応策を抽出し、一覧に整理して提供した。
（パブリックコメント実施時の案の段階と、閣
議決定後の段階の 2 回提供） 
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3. 今後の課題 

3.1. 適応計画策定に向けた動き 

本年度業務では、影響の現在の状況及び影響の将来予測の整理が主に行われた。今後、適応計

画策定に向けて、以下の項目が課題として挙げられる。 

3.1.1. 適応策の抽出整理 

適応計画策定に向けた適応策の抽出整理を行うことが望ましい。抽出整理の手法としては、以

下のような手法が考えられる。これらの中から、他の自治体の整理の事例なども参考に、効果的・

効率的に適応効果をもつ既存施策を抽出整理する。 

 三重県の既存計画から適応効果をもちうる個別施策を抽出 

 三重県の総合計画から適応効果をもちうる個別施策を抽出 

 庁内関係部局へのヒアリング 

 三重県内研究機関等へのヒアリング 

 市民向けアンケートの実施  等 

 

3.1.2. 庁内調整 

適応計画策定及び推進に向けた庁内関係部局との調整を引き続き推進することが望ましい。 

本年度は主に「三重県気候変動影響評価・適応検討会議」を通じて、県内研究機関からの情報

収集及び連携が行われ、三重県報告書作成に向け有益な情報を得られた経緯がある。一方で、庁

内関係各課との適応計画策定に向けた認識や必要性の理解の促進は、庁内各課との協議の場を設

ける等、今後も積極的に推進することが重要となる。 
 
 

3.2. 市民・事業者等への意識啓発 

適応策に対する市民・事業者の意識の向上、理解を促進するため、各種広報を行うことが望ま

しい。 

 三重県における気候変動による影響等のホームページへの記載 

 市民向け普及用パンフレット等の作成 

 市民向けアンケートの実施 

 事業者に対する影響リスクに関する情報提供  等 
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