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気候変動の実態と影響

二酸化炭素の濃度は年々増加。気温も年々上昇。大雨などの極端現象も増加傾向にある。
地球温暖化による気候変動の影響が各地の様々な分野で顕在化しつつある。
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写真：「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018」より

IPCC(2014b)図SPM.2(A)



気候変動対策に関する近年の情勢

パリ協定の合意、発効 （2015年12月合意、2016年11月発効）パリ協定の合意、発効 （2015年12月合意、2016年11月発効）

IPCC第5次評価報告書公表 （2013~2014年）IPCC第5次評価報告書公表 （2013~2014年）

IPCC第６次評価報告書作成 （2015~2022年）IPCC第６次評価報告書作成 （2015~2022年）

世界の主な動静

「気候変動適応法」の施行（2018年12月）「気候変動適応法」の施行（2018年12月）

「気候変動適応計画」閣議決定 （2018年11月）「気候変動適応計画」閣議決定 （2018年11月）

「地球温暖化対策計画」閣議決定 （2016年5月）「地球温暖化対策計画」閣議決定 （2016年5月）

国内の主な動静
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近年、国内外で気候変動対策に関する動きが活発化。
特に、国内では適応策の重要性に対する認識が急速に高まりつつある。



世界の政財学界リーダーたちが考える「影響が大きいリスク」
（2018年1月 世界経済フォーラム調べ）

「気候変動の緩和と適応の失敗」や気候変動の影響が懸念される
環境関連のリスクが上位に

（出典）世界経済フォーラム「第13回グローバルリスク報告書」(MARSH BROKER JAPAN,Inc) より文部科学省作成 4



気候変動の影響への適応とは

○緩和とは： 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制等
○適応とは： 既に起こりつつある、あるいは起こりうる

気候変動の影響に対処し、被害を回避・軽減する

被害を回避・

軽減する

出典：環境省資料「気候変動の影響への適応の最近の動向と今後の課題」 5



適応策の策定には気候変動の実態（観測）⇒見通し（予測）⇒各分野への影響予測・評価⇒適応策という形
で検討される。
文部科学省は気象庁とともに、気候変動等に関する科学的知見の充実等に努めている。

適応計画策定

適応策各分野の
影響予測・評価

気候変動の
見通し

気候変動の
実態
大気の観測
海洋の観測

大気の将来予測
海洋の将来予測

＜農業＞

＜健康＞

＜農業＞

＜水産＞

＜健康＞
収量予測

搬送者数予測

漁獲高予測

＜防災＞

浸水被害予測

など

＜水産＞

＜防災＞

など

などなど

影響評価結果
の提供

気候変動研究
（実態と見通し）

研究成果の
提供

検証・補正

見解の提供
見解の提供
知見の解説

気候予測
データセットの
提供
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ＳＩ－ＣＡＴが目指すもの

・品種改良
・品質低下対策

・熱波予報
・熱中症予防
ガイドライン

・堤防の整備
・ハザードマップ

・モニタリング



10040 60 80200

行政内部での予算措置の困難・資源不足

行政内部での経験・専門性の不足

行政内部署間での認識の相違

(回答件数)

全国の自治体環境部局における気候変動適応策の
検討・推進上の課題(2016年全国調査)

81件

63件

59件

（件）

他の自治体による先行モデルの欠如

国や他の自治体との情報交換の欠如

国や地域社会全体の世論の盛上がりの欠如

複数の管轄間の連携不足による施策立案の困難さ

地域住民の関心の低さ

政府や上位自治体等からの補助金の不在・未獲得

科学的知見の行政ニーズとのミスマッチ

学識経験者の支援不足

事業者・業界団体の関心の低さ

首長の関心の低さや政策方針の不在

市民団体/NPOの関心の低さ
議会・議員の関心の低さ

行政内部での失敗した前例の存在

43件

38件

27件

26件

24件

22件

21件

18件

18件

12件

9件

4件

4件 （N=115）
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出典：Baba, Tanaka et al. Oxford Encyclopedia of Climate Science, 2017



気候変動適応技術社会実装プログラム 参画自治体・研究機関

モデル自治体 気候変動対策の支援内容

茨城県 農業（県生産農産物全般）

岐阜県 防災（長良川流域水害、土砂災害）

佐賀県 防災（高潮、洪水）

徳島県 水資源（渇水）、洪水

高知県 水資源（渇水）、洪水、林業（森林管理）

香川県 水資源（渇水）、洪水

愛媛県 水資源（渇水）、洪水

埼玉県 暑熱環境

茨城県 沿岸防災

鳥取県 沿岸防災

長野県 農業（果樹栽培種類・適地、凍霜害回避）、防災（気象災害全般）、暑熱環境、生態系
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気候変動適応技術社会実装プログラム ～事業イメージ～

【共通基盤技術の開発と予測情報の創出】

② １kmメッシュ程度の
超高解像度化(ダウンスケーリング)

① 10年後（2030年頃）等
の近未来予測

河川の洪水への対策立案には、
対象流域における近未来予測情
報が必要
・河川の流量
・洪水の発生確率
・最大浸水域 等

地方公共団体の
防災担当者

ニーズ提供・
研究参画

≪例：流域の洪水リスク≫

③ 地方公共団体向けの
ガイドブック作成

（例：流域の洪水リスク）
治水計画の策定、避難計画の策定・周知

地方公共団体等による適応策の立案・推進に貢献
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統計的ダウンスケーリングによる
1kmメッシュ将来予測データ

力学的ダウンスケーリングによる
5kmメッシュ将来予測データ

20km

5km

例：30年平均の年最大積雪量

全球気候
モデル

観測データ

例：日本で2度、４度の
温度上昇の確率予測

統計的ダウンスケーリング

力学的ダウンスケーリングによる
街区スケール（2～5mメッシュ）将
来予測

力学的ダウンスケーリングによる
湾スケール将来予測

【データの要素】
• 降水量
• 日平均、最高、最低気温 等

⇒ 活用先
各地域での将来気候
傾向把握 （降水量の
増減、気温上昇など）

【データの要素】
• 気温、湿度、風速
• 降水量、積雪量 等

⇒ 活用先
各自治体での目的

（降雪量、降水量等）に
あわせた気候変動の分
析や観測データの不十
分な地域の将来予測

例：埼玉県熊谷スポーツ文化公園周辺
（3km四方）における暑熱環境

【データの要素】
• 気温、湿度、風速
• 地表面温度、放射等
• 10分平均値

⇒ 活用先
暑熱環境の詳細把握や
街路樹・公園等の配置
によるヒートアイランド
対策

約18kmメッシュ

約2.8kmメッシュ

約360mメッシュ

【データの要素（現時点）】
• 沿岸海水位、沿岸流速、水温等
• 20分平均値

⇒ 活用先
沿岸環境の把握、
沿岸防災

例：鳥取県美
保湾周辺にお
ける沿岸環境

3km

＜近未来予測・超高解像度ダウンスケーリング情報＞

具体的な成果例（近未来予測のデータセットを創出）
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具体的な成果例（茨城県におけるコメ栽培を支援）

茨城県農業における
気候変動適応計画(仮)
へのインプット

コメは高温により白未熟粒が発生
することが分かっています

栽培適地やリスクのマップを解析
(イメージ図)

県への
貢献

コシヒカリの白未熟粒リスク

白未熟粒発生割合 (%)

地元と協力して白未熟粒の発生を
抑制する栽培技術を調査中

環境条件
気温、水温、土壌等

管理条件
栽培アンケート、
ヒアリング、土地利用等

将来の気候は確実に温暖化します

JAつくば市谷田部での適応策調査

どのように
適応していく
か？

懸念される温暖化 コメへの影響は？

全国展開
茨城県発の適応策を
全国へ水平展開！

将来
予測現在

適応策の提言
高温に強い既存品種への転換
新品種の開発
栽培管理の工夫

現在

複数の将来予測モデル
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具体的な成果例（北海道における洪水リスクの将来変化）

・「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」（国交省）への知見の反映
・国土強靭化基本計画の見直し（平成３０年１２月）
⇒「気候変動の影響を踏まえた治水対策」を明記

国の政策へ貢献

気候変動の影響によるリスクの評価を実施し、社会と共有
（浸水域の増加、人的・社会的なリスクの増加、交通事故等リスクとの比較）

甚大な被害が発生した十勝川、常呂川をモデルケースに、将来気候における洪水流出量の変化を予測（洪水
ピーク流量の変化、治水安全度の低下）

気候変動による将来の影響を科学的に予測し、具体的なリスク評価をもとに
治水対策を講じる

「北海道地方における気候変動予測(水分野)
技術検討委員会」資料
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（参考）気候変動適応技術社会実装プログラム 参画機関等

【主管実施機関】科学技術振興機構

【共同参画機関】法政大学、リモート・センシング技術センター

社会実装機関
・プログラム全体の進捗管理
・共通基盤技術の開発内容への地方自治
体等のニーズの反映

・全国の地方自治体が本プログラムの成果
を用いて主体的に気候変動適応策の策定
を行うことが可能な手法の構築

・本プログラムで得られた成果の導入支援
及び普及

プログラム・ディレクター（ＰＤ）

技術開発機関
・信頼度の高い近未来予測技術の開発及び
超高解像度ダウンスケーリング技術の開発

技術開発機関
・気候変動の影響評価等技術の開発に関する研究

【主管実施機関】 海洋研究開発機構

【共同参画機関】 北海道大学、京都大学、防災科

学技術研究所、農業・食品産業技術総合研究

機構農業環境変動研究センター、東北大学、東

京工業大学、長崎大学、室蘭工業大学、九州大

学、埼玉県環境科学国際センター、筑波大学

【主管実施機関】 国立環境研究所

【共同参画機関】 東北大学、福島大学、九州大学、茨城

大学、NECソリューションイノベータ株式会社、水産研
究・教育機構、京都大学、筑波大学、兵庫県立大学、

名城大学、岐阜大学、高知工科大学、長野県環境保

全研究所、森林総合研究所※、農業・食品産業技術総

合研究機構農業環境変動研究センター※ 、農業・食品

産業技術総合研究機構果樹茶業研究部門※

※平成29年度まで参画

三上正男（気象業務支援センター）

サブプログラム・ディレクター（ｓＰＤ）

栗栖聖（東京大学）
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ご清聴ありがとうございました


