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●「パリ協定」
・長期目標：2度目標と1.5度の努力目標
・各国は削減目標を提出、5年毎に見直し
・削減効果の国際移転は当該国が自主的に（国際取り決めは今後）
・ファイナンス：2025年まで1000億ドル/年(暫定延長）、新しい枠組みは2025年に。
・技術移転：取り組み強化
・適応、損失と損害：適応計画の策定
・各国排出量の報告制度

●詳細はWorking Groupで検討

●争点
・先進国と「途上国」の異なる扱い：先進国と途上国の境界に変化も
・途上国支援のファイナンス：金額を求める途上国
・石炭火力など：OECD合意もあり大きな議論はなし
・技術移転メカニズム：インドが知財プールなどを持ち出し、一時危機感高まる
・市場メカニズム活用：半数の約束草案で言及
・損失と損害：将来の火種。ただし、途上国でも割れる可能性
＊COP21前に約150か国が削減目標を提出。途上国は「削減目標は先進国の支
援次第」と主張するも、効果小。

「パリ協定」の内容
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気候変動問題における大きな転換点

中途半端な2013年以降の国際枠組みの空白を埋める
2度目標（1.5度は努力目標）の確認
⇒ トップダウン/バックキャステイングへの移行

米中を含む“すべての国”の参加
法的拘束力と5年毎のレビュー
適応の必要性の再確認

12月12日 合意文書採択
（UNFCCCホームページ。中央がファビウス外相。COP21議長）
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「ネットゼロエミッション世界」のインパクト

 今世紀後半に人為的排出と吸収を
バランス（パリ協定第2条）

 他方でアジア途上国を中心に化石
燃料の必要性は高い(2040 年でも

化石燃料はエネルギー供給の過半
は化石燃料）

⇒ 化石燃料からの排出をネットベー
スで削減する二酸化炭素地下貯留の
活用

⇒ 世界の排出の約２割を占める土地
利用変化（特に森林保全）に対する対
策

⇒ 気候変動の影響は避けられず、適
応が不可欠。長期戦略が必要

日経産業新聞「Eの新話」,
2016年1月14日



気象災害の高まるリスク
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予測される気候変化 –カギは水循環の異常

（出所） IPCC第5次報告

地表の温度変化

降水量の変化
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異常気象発生確率の上昇

出所：IPCC

過去20年確率の干ばつ・熱波が発生する確率

過去20年確率の降雨が発生する確率
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都市

製造業・物流

インフラ

漁業

農業

鉱業

洪水、高潮、台風、伝染病

干ばつ、洪水、強風、高温、病虫害

水温変化、酸性化、海流変化

干ばつ、洪水、植生変化

洪水、高潮、台風、豪雪、水温上昇

洪水、高潮、台風、豪雪

気候変動により想定される影響

想定される影響影響を受ける分野
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７０億ドル
50億ドル

51億ドル

59億ドル

46億ドル

39億ドル

35億ドル

2014年 主な気象災害

出所：ミュンヘン再保険。金額は被害額 9
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災害被害の推移

出所：ミュンヘン再保険。金額は被害額



出所：「日本の気候変動とその影響」、文部科学省/気象庁/環境省

農業と漁業への影響

「困った」の背後にビジネスチャンス
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予測される気候変化

地表の水分変化 降水量の変化

乾燥する地域が多い中で雨
量が増えるところもある

（出所） IPCC第5次報告
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気象災害リスク対策

13



Possible
events

Risk 
Evaluation

Measures
taken

Post 
disaster

Recovery

Consideration  
of measures

気候変動への対応（Adaptation ）

Identification of 
possible events
Heavy rain, flood
High tide
Strong wind, Tornado
Drought
See level rise
Change of agriculture
Infection/disease

Risk = 
Potential damage
X 
Probability 

Measures shall be 
determined by 
evaluating the risk 
and cost.
Combination of 
hard infra to reduce 
the risk and soft 
infra such as 
evacuation system  
insurance.

Feedback to Risk Evaluation

Monitoring

（想定されう
る影響）

（リスク
評価）

（対策の検
討）

（対策）
（モニタリン

グ
（復旧）

リスク＝被害の大きさ Ｘ 発生確率

＊検討の結果、復旧対策だけで事前の対策を取らなこともありうる

事前に想定された以上の
被害もありうる。保険も復
旧対策の手法の一つ
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気候変動を想定した災害確率に
変更、都市計画に反映
 電気、ガス、水道
 交通
 病院など

海面上昇なども織り込み、海岸
浸食のハザードマップも作成

出所：A Stronger, More Resilient New York”, ニューヨーク市

ニューヨーク市ハリケーンサンデイの教訓
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東京湾の高潮被害（ハザードマップ）

Simulation of high tide of Tokyo Bay
(Source : MILT) 

気候変動で海面上昇、
過去最大級の台風の
上陸を想定
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杉並区の場合：都市型洪水
(Flood disaster in urban area)

Flood disaster mitigation 
Hazard map
Alert system
Under ground overflow storage pool

Hazard Map
(50M mesh)

River height Monitor
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Tacloban City 

After…

出所：RIJALDIA N. SANTOS (NAMRIA, Philippines）

スーパー台風ヨランタの場合
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気候変動災害対策の現状

フィリピン政府資料

 リスクの特定

⇒ 洪水ハザードマップ
はあったが…

 コミュニケーション

⇒ テレビで避難の呼び
かけがあったが…
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企業とリスクマネジメント
～気象災害リスク～
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保険
ミュンヘン再保険 2010-2011年の豪州大洪水で350百万ドル以上の保険請求

製造業
ダウ・ケミカル 2008年の巨大ハリケーンで181百万ドルのコスト増

ホンダ 2011年タイ大洪水で250百万ドル以上の損失

ヒューレッドパッカード 2011年タイ大洪水でハードデスクドライブが品薄となり売上の
7%相当の打撃

電力

Constellation Energy 2011年テキサス州の熱波で電力不足。株価が0.16ドル下落

石油ガス

シェブロン 2005年のハリケーンで天然ガス生産に影響、1.4十億ドルの損
失

鉱山

Anglo American チリの干ばつで生産が8％減少

リオテイント 2011年の豪州大洪水で売上が245百万ドル減少

異常気象によるビジネスの影響

（出所） C2ES
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Business and Climate Change Risk

Private investment is often damaged by extreme weather. 

In general, 
 Mining sector is exposed to higher natural 

disaster risk
 Industry with long supply chain is vulnerable

Flood in Australia
In 2010 and 2011

Flood in Thailand
In 2010

Source Rio Tinto

Source Bangkok
Weekly
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長くなるロジステックと気候変動リスク – 他人事ではない….

出所 OECD, Mapping Global Value Chain
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資料 JOGMEC

国際パイプライン
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浄水設備と洪水対策

(出所）「水戸市および足利市の浄

水場における洪水との戦い」（小出
崇）

被害の経験を対
策に生かす
・ポンプの移動
・堤防かさ上げ

災害発生と
対策強化の事例
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気候変動リスクマネジメント ー 民間の役割

「道具」の開発
ソルーションの提供
「自己防衛」による公的サービス負担の軽減
スピード、効率性

期待される「道具」、「ソルーション提供」
• 天候保険
• リモートセンシング
• ハザードマップ
• データ解析/データストック



リモートセンシング技術の特長

強み/弱み 主なポイント

強み
 広範囲を短時間で観測
 長期間、継続的に観測
 危険な場所での観測

弱み
 精度が発展途上
 補正、補完的手段が必要
 「あまり知られていない……」

今後の方向
 頻度、精度の向上
 他の手段との併用（地上実査、ドローン、航空機、etc)
 データの蓄積とストックの活用

「リモセン＋」 を前提にビジネスを考える
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Case Study : WIIA in Thailand by Sonpo Japan Insurance

Source : Sonpo Japan Insurance
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Case Study : WIIA in Thailand by Sonpo Japan Insurance
Measurement of precipitation

Insurance payment briefing

Source : JBIC report

Source : Sompo Japan Insurance
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衛星観測データを天候保険(Index保険）に活用

資料 損保ジャパン日本興和 30



Flood insurance ｂｙ GIZ : Jakarta

Source : GiZ 31
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気候変動リスクマネジメント ー 需要とビジネス機会

途上国支援
 外交政策を睨みながら
⇒ アジア/太平洋地域（島嶼国
 インパクトの大きさを睨みながら
⇒地域紛争のリスク = 脆弱地域（低地地域、半乾燥地域）

ビジネスリスクマネジメント
 農業：短期変動と長期の構造変化（最適地の変化）
 インフラ：災害リスク、操業条件の変化/立地の変化
 サプライチェーン：グローバルマーケットとグローバル調達
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•効率性、スピー
ド感

•持続的な取り組
みを目指す

• ・適応対策の義
務化

• ・行政サービス

•道具の提供

• （例）リモートセ
ンシング、ビック
データなどデー
タ処理

•現状を把握す
る

•将来を知る

科学 技術

ビジ
ネス

政策


