
気候変動の影響と適応策

令和元年11月21日
環境省 東北地方環境事務所

環境対策課

未来のために今はじめよう！気候変動適応策！



本日の内容

１．なぜ脱炭素社会に向かわなくてはならないのか

２．省エネと再生可能エネルギー

３．未来に向かって今はじめる適応
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本日の内容

１．なぜ脱炭素社会に向かわなくてはならないのか

２．省エネと再生可能エネルギー

３．未来に向かって今はじめる適応
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○気候モデル：MIROC5
○格子間隔：1km
○1981～2000年を基準期間とした場合の相対値

厳しい
温暖化対策を
とった場合
(RCP2.6)

厳しい
温暖化対策を
とらなかった場合

(RCP8.5)

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

全国・都道府県情報 年平均気温の将来予測
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○気候モデル：MIROC5
○格子間隔：1km
○1981～2000年を基準期間とした場合の相対値

現在の生育域 厳しい温暖化対策を
とらなかった場(RCP8.5)

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

宮城県のブナ潜在生育域予測
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平成30年7月豪雨

（出典）農林水産省「平成30年7月豪雨による被害状況等について」、「復旧等」「企業の被害状況調査」（広島県ウェブページ）、岡山県「平成30年7月豪雨による被害について」、内閣府「平成３
０年７月豪雨による被害状況等について」、国土交通省「平成30年7月豪雨による土砂災害概要＜速報版＞（Vol.5）、気象庁「「平成３０年７月豪雨」及び７月中旬以降の記録的な
高温の特徴と要因について」

【農林水産業への被害】 【企業への被害】
広島県：

操業停止等
618事業所
※直接被害・間接被害の合計
※8月17日12時時点

岡山県：

商工業の被害

1179件、210.0
億円
※8月23日時点

広島県広島市安佐北区

【公共土木施設の被害】

区分 被害額 (億円)

農作物等 162.8

農地・農業用
施設関係

1400.5

林野関係 1267.1

水産関係 18.9

合計 2849.2

区分
被害額 (億円)

広島県 岡山県

河川 465.7 115.6

道路 274.0 130.0

砂防設備 130.2 14.1

その他 108.2 41.4

合計 978.0 302.1
※広島県: 8月17日15時、岡山県: 8月23日14時時点 ※8月27日13時時点 36道府県からの報告

【人的被害】

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

※8月21日13時時点

• 本州付近に停滞する梅雨前線の活動が活発化し、西日本の広い範囲で記録的な豪雨
• 高知県馬路村では総降水量1800mm超を記録（東京の年平均雨量1528.8mmを上

回る）

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

6月28日～7月8日の総降水量
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平成30年夏の酷暑

（出典）WMO（2018）「July sees extreme precipitation and heat」（2018年7月19日公表）、消防庁熱中症情報週報（7月23～29日）
NHKニュース「『8月上旬にかけ、猛暑日つづくところも』気象庁会見」、日テレNEWS24「気象庁が緊急会見 記録的暑さは「災害」」から環境省作成。

【2018年熱中症による救急搬送状況】

＜気候変動との関連について＞
 個々の異常気象を気候変動が原因であると特定することは

困難だが、熱波・豪雨の増加は、温室効果ガス濃度の上昇に
よる長期的な傾向と一致。（WMO）

 40度前後の暑さは、これまで経験したことのない、命に危険が
あるような暑さだ。一つの災害と認識している。（中略）長期
的に見ると、地球温暖化の影響が表れてきている。（気象庁
記者会見（7月23日））

【2018年7月23日の最高気温】

※緑、青は速報
値であり今後
変更の可能性
がある

• 国内241地点で日最高気温35℃以上の猛暑日を記録

• 7月平均気温は東日本で観測史上第１位を記録

• 埼玉県熊谷市で観測史上最高の41.1℃を記録

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

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

• 世界気象機関（WMO）「熱波・豪雨の増加は、温室効果ガスの濃度の上昇による長
期的な傾向と一致」

• 気象庁も同様の見解を示しつつ、今年の猛暑について「一つの災害と認識」と発表

出典：気象庁

出典：消防庁
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既に起こりつつある/近い将来起こりうる気候変動の影響

熱中症・
感染症

平成30年7月
埼玉県熊谷市で観測史上最高の41.1℃を記録
7/16-22の熱中症による救急搬送人員数は過去最多

水稲・果樹

・既に全国で、白未熟粒（デンプンの蓄
積が不十分なため、白く濁って見える
米粒）の発生など、高温により品質が
低下。

・果実肥大期の高温・多雨により、
果皮と果肉が分離し、品質が
低下。

図 うんしゅうみかんの浮皮
（写真提供：農林水産省）

高温による生育障害や
品質低下が発生

図 ヒトスジシマカ
（写真提供：国立感染症研究所昆虫医科学部）

デング熱の媒介生物
であるヒトスジシマカの

分布北上

図 水稲の「白未熟粒」(左)と
「正常粒」(右)の断面
（写真提供：農林水産省）

異常気象・災害

平成30年7月には、西日本の広い範囲で記録的な豪雨

（出典：気候変動監視レポート2017(気象庁)）

【2018年7月23日の日最高気温】

（出典：気象庁）
【2018年熱中症による

救急搬送状況】

（出典：消防庁）

しろみじゅくりゅう

うきかわ

図 ニホンライチョウ
（写真提供：環境省）

生態系

サンゴの白化
ニホンライチョウの生息

域減少
図 サンゴの白化

（写真提供：環境省）

短時間強雨の観測回数は増加傾向が明瞭
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温室効果ガスの増加

化石燃料使用による
二酸化炭素の排出など

気候変動

気温上昇（地球温暖化）
降雨パターンの変化
海面上昇など

気候変動の影響

生活、社会、経済
自然環境への影響

緩和
温室効果ガスの
排出を抑制する

被害を回避・
軽減する

適応

緩和： 気候変動の原因となる温室効果ガスの排出削減対策

適応： 既に生じている、あるいは、将来予測される
気候変動の影響による被害の回避・軽減対策

地球温暖化対策推進法 気候変動適応法

気候変動対策：緩和と適応は車の両輪
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本日の内容

１．なぜ脱炭素社会に向かわなくてはならないのか

２．省エネと再生可能エネルギー

３．未来に向かって今はじめる適応
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●寿命が長い。
（定格寿命40,000時間タイプの場合、
10時間/日の点灯で約10年使用可能）
●少ない消費電力で明るく点灯する。
（代表的な電球形LEDランプは、白熱電球の
約1/６の電力で同じ光束が得られる）

● 紫外線や赤外線をほとんど含まず、可視光が効率よく得られ、紫
外線による商品の退色や赤外線による熱的ダメージを軽減するこ
とができる。

● 低温でも瞬時に点灯する。
● 環境負荷物質（水銀や鉛など）を含まない。

LED照明導入のメリット
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① 温室効果ガス排出削減

② 地域資源の活用によるエネルギー確保

③ 防災・減災や気候変動に対する適応

再生可能エネルギーを増やすことの
地域・自治体にとってのメリット
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医院

病院

病院

公共施設
病院

災害公営住宅

調整池
PV400kW

災害公営住宅整備地域

集合住宅
PV49.9kW

大型蓄電池
（480kWh）

集会場
PV9.1kW

非常用（バイオディーゼル）
発電機（500kW）

複数地区にわたる
自営線

防災エコホスピタル地区

宮城県東松島市防災スマートタウン

太陽光・蓄電池・自営線により、停電時も３
日間電力供給が可能
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世界的な脱炭素化のシフト
2017～40年の再エネ投資額は7兆ドル見込み（IEA)

日本企業のリコー、積水ハウス、アスクル、大和ハウス、ワ
タミ、イオン、城南信用金庫やグーグル、アップル、ウォル
マートなどのグローバル企業の176社（国内では19社）が事
業運営を100％再エネで賄う誓約をするRE100へ参画

フランクフルト、バンクーバー、パリは都市の再エネ比率
100％とする目標を設定
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Google 再エネ100%を達成
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出所 Google twitter，pic.twitter.com/8ykaWO9LU0 November 30, 2017

Google，Environmental Approach Renewable energy for Google's operations，https://environment.google/resources/（2018.03.05時点）を基に環境省作成

利用設備容量
投資額

3GW(消費電力量は不明)

35億ドル



■サプライチェーン全体の中で自社の影響力の強い
サプライヤーから再エネ転換を開始

• Apple製品の集積回路のパッケージ基板を生産
しているイビデン(岐阜県 大垣市)は、2018年
末までに(Appleへ納品する製品の製造に要す
る消費電力分を）再エネに切り替え予定

• 横浜市に開設する研究開発センターは、アジア初
の「気候変動に配慮してデザインした拠点」に。

Apple（米）
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本日の内容

１．なぜ脱炭素社会に向かわなくてはならないのか

２．省エネと再生可能エネルギー

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

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

１．適応の総合的推進

２．情報基盤の整備 ３．地域での適応の強化

適応の情報基盤の中核として国立環境研究所を
位置付け。

各分野において、信頼できるきめ細かな情報に基づく効果的な適応策の推進

農
林

水
産
業

水
環
境
・

水
資
源

自
然

生
態
系

自
然
災
害

健
康

産
業
・

経
済
活
動

国
民
生
活

４．適応の国際展開等

 国際協力の推進。

 事業者等の取組・適応ビジネスの促進。

都道府県及び市町村に、地域気候変動適応計画策定の
努力義務。

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

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

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

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

コメの収量
の将来予測

砂浜消失率
の将来予測

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

※品質の良いコメの収量

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

気候変動適応法の概要
[平成三十年法律第五十号]
平成30年６月13日公布
平成30年12月1日施行
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• 近年、夏季の高温により主要米の品質低下が顕在化。

• 農業研究センターが高温耐性に優れる品種を開発し、
推奨品種に採用することで、順次品種転換を促進。

• 夏場の高温にも強いブラッドオレンジの導入を推進。

• 栽培面積、生産量とも拡大し、市場で高い評価。
出典： 農林水産省

広島県 高温耐性品種
「恋の予感」
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少ない 多い

2000年 2050年 2100年

日本海におけるスルメイカの分布予測図（7月）

具体的な気候変動適応策の例（農林水産業分野）

農業分野
高温耐性品種への転換
新しいブランド品の導入

漁業分野
分布域予測の高度化

愛媛県 高温に強いブランド品
「ブラッドオレンジ」

出典： 農林水産省

• 日本海を中心に、ブリ、サワラ、スルメイカ
など、高水温が要因とされる回遊性魚介
類の分布・回遊域の変化や、漁獲量の減
少を確認。

• 漁場予測の高精度化を図り、環境の変化
に対応した順応的な漁業生産活動を推進。



• 「熱中症予防情報サイト」
を通して、当日の暑さ指数
と熱中症危険度を公表し、
国民に注意喚起。

• 「熱中症環境保健マニュア
ル」を策定し、自治体、学
校、国民等に対して、熱中
症被害の軽減策を周知。

出典： 環境省

健康分野
熱中症の注意喚起
都市緑化の推進
休息所の確保 暑さ指数(WBGT）の実況・予測
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具体的な気候変動適応策の例（健康分野）

出典： 国土交通省

熱中症対策としての一時休息所の確保（埼玉県）

熱中症対策として、県内の公共施設や企業の協力のもと、
外出時の一時休息所や熱中症についての情報発信拠点
となる場所を確保し、協力施設一覧として公表。

出典： 埼玉県



具体的な気候変動適応策の例（自然災害分野）
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○居住等を誘導すべき区域等の設定居住等を誘導
すべき区域等

中高 低
災害リスク

災害リスクの低い地域へ居住や都市機能を
誘導

○施設の整備

居住等を誘導すべき区域等において、河川
や下水道等の整備、雨水貯留施設、浸透施
設等の整備を重点的に推進

○災害リスクを考慮した土地利用

※災害リスクの高い地域は居住等を誘導すべき区
域等から除外

災害リスクが特に高い地域について、土砂災
害特別警戒区域の指定等により、安全な土
地利用を促す。

災害リスクを考慮した土地利用、住まい方

③将来
巻上機の改造

④将来
ゲート規模の拡大

①基礎
部分の
増強出典： 国土交通省

• 将来の豪雨の頻発化等を見越して、できるだけ手戻りのない施設の設計に着手。

• 設計段階で幅を持った降水量を想定し、基礎部分をあらかじめ増強するなど、
施設の増強が容易な構造形式を採用。

②門柱の
高さの確保

例：愛知県
日光川水閘門

自然災害分野
将来の水位変化に対応できる設計
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企業の気候変動の影響への適応

自社の事業活動において、
気候変動から受ける影響を低減させる

生産拠点での被災防止策や
サプライチェーンでの大規模災害防止対策など

適応をビジネス機会として捉え、
他者の適応を促進する製品やサービス

を展開する

災害の検知・予測システム、暑熱対策技術・製品、
節水・雨水利用技術など



22

拡大する気候変動影響

気候変動影響は、地球温暖化の進行とともに拡大することが懸念されている

気候変動影響は、企業の持続可能性を左右する

渇水熱中症

市場や顧客ニーズの変化

気温の上昇

海水面上昇 農作物の品質低下

サプライチェーンの断絶

気象災害による被害

空調等のコスト増

従業員の健康被害

原材料の調達コスト増

風水害 高潮

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

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

降水パターンの変化

大雨の日数や規模が増加する一方、無降水日も増加（今世紀末）



①協力会社と共に、日射を避け
る休憩場所の設置や水分等の
常備、さらには熱中症予防教育
などを実施

②環境センサーをメーカーと共同
開発し、100か所以上の建設
現場で設置している。

Daiwa House
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＜出典＞気候変動適応情報プラットフォーム

環境センサーによる熱中症リスクへの対策と未然防止
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自社製品・サービスを
適応ビジネスとして展開する

UNFCCCデータベース「PSI」における「適応ビジネス」の分布（業種別）
出典：気候変動「適応ビジネス」 (その1)：－なぜ、日本の「適応ビジネス」は遅れているのか？
－川村雅彦（ニッセイ基礎研究所レポート 2015-07-16）
http://www.nli-research.co.jp/files/topics/42597_ext_18_0.pdf

適応をビジネス機会として捉え、
他者の適応を促進する製品や

サービスを展開する

災害の検知・予測システム、暑熱対策技術・製品、
節水・雨水利用技術など

適応の取組をチャンスに変える

自社の既存の製品・サービス、あるいは自社の強みを活用
「適応ビジネス」として、新たなマーケットを開拓する



①圃場の水位・水温・温度・湿
度を自動測定し、タブレットや
スマートフォンを使って遠隔地
から圃場状況の確認が可能。

②設定された水位や水温のしき
い値を越えるとアラートメール
が届き、迅速な対応が可能

NTTドコモ
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＜出典＞気候変動適応情報プラットフォーム

ICT技術を活用した農業支援サービスの提供
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適応の取組をチャンスに変える

ステークホルダーからの信頼を得て
競争力拡大につなげるSDGs達成に貢献

13.1 すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靭性（レジリエン
ス）及び適応力を強化する。

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能
力及び制度機能を改善する。

適応の取組は、「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標13に貢献
地域の課題を踏まえた取組により、より多くの目標達成にも貢献

目標13 気候変動に具体的な対策を

目標1
貧困をなくそう

目標２
飢餓をゼロに

目標６
安全な水とトイレ
を世界中に

目標11
住み続けられる
まちづくりを

目標15
緑の豊かさを
守ろう
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民間企業の気候変動適応ガイド

民間企業の気候変動適応ガイド ー気候リスクに備え、勝ち残るためにー

戦略的気候変動適応とは? 民間企業における適応取組の進め方をガイド。
気候変動適応は、TCFDの物理リスクのシナリオ分析にも通じる取組です。

気候変動適応情報プラットフォームで
公開中

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

事例や基礎知識など
参考資料編もあります



熱中症を予防しましょう！

気候変動の影響により、熱中症になる可能性が増え、これまで以

上に熱中症に気をつける必要があると考えられています。

暑い日は、水をこまめに飲んだり、外に出るときは帽子をかぶったりし

て、一人ひとりが自分の健康を守る行動をすることも「適応」です。

※ 「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」（環境省）を加工して作成
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自然災害にそなえましょう！

気候変動の影響により、一度に降る雨の量が極端に多くなったり、

大型の台風が来る可能性があります。

一人ひとりが、天気予報や防災アプリを確認したり、避難場所や避

難経路を確認し、自然災害に備え身を守る準備をすることも重要

な「適応」です。

※ 「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」（環境省）を加工して作成
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