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国際交渉

科学的評価

国連、UNFCCC
COP会議

IPCC

国際研究
プログラム

Future Earth 
WCRP, START,

APN

各国の研究

大学、研究所、
省庁（文科省、
環境省等）

地球規模
気象観測

WMO
NASA
気象庁

各国の政策
自治体政策

気候変動に関する政府間パネル(IPCC）とは？

 IPCCは、1988年に2つの国連機関WMOとUNEPが共同で設立
 任務は、温暖化・気候変動に関する知見の科学的な評価
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IPCC第６次報告書の３部構成

WGI 科学的基礎
2021年8月

WGII 影響・適応・脆弱性
2022年2月

WGIII 気候変動の緩和
2022年4月

統合報告書
2023年春
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気候の現状評価

人為的影
響を考慮

復元

観測

自然変動
のみ

過去2000年の平均気温変化 人為的影響はあるのか？

・1900年以降、世界の平均気温は1.09℃上昇。現在は、過去2000年で最も高温

・人間の影響が大気、海洋、陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない

（図の出典：IPCCAR6 WGI報告書,2021）

WGI



温暖化の将来見通し（WGI）

出典：IPCCAR6 WGI報告書,2021に加筆
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1850-1900年からの気温上昇 現在1℃ 1.5℃ 2℃ 4℃

10年に1回の
極端な高温

気温上昇 ＋1.2℃ ＋1.9℃ ＋2.6℃ ＋5.1℃

発生頻度 2.8倍 4.1倍 5.6倍 9.4倍

50年に1回の
極端な高温

気温上昇 ＋1.2℃ ＋2.0℃ ＋2.7℃ ＋5.3℃

発生頻度 4.8倍 8.6倍 13.9倍 39.2倍

10年に1回の
大雨

雨量増加 ＋6.7％ ＋10.5％ ＋14.0％ ＋30.2％

発生頻度 1.3倍 1.5倍 1.7倍 2.7倍

10年に1回の

農業や生態系に
影響を及ぼす

干ばつ

発生頻度 1.7倍 2.0倍 2.4倍 4.1倍

（IPCC AR6、2021から三村作成）

気温上昇で極端気象の強度や頻度が変わる
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海面上昇の予測

21世紀中の海面上昇
・低排出シナリオ 28～62cm
・高排出シナリオ 44～101cm
・南極の氷床の挙動は不確実。2mの海面上昇もありうる

海面上昇は長期のプロセス
・グリーンランドや南極の氷床

の融解、海洋の熱膨張は
数百年から数千年にわたる
現象

・2300年までに数mの海面上昇

（IPCCAR6 WGI報告書,2021）

（IPCC海洋・雪氷圏報告書,2019） 21世紀中

2300年
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温暖化・気候変動の影響の広がり

・WG２では、77,785件の論文によって影響を把握

・影響は、自然と人間社会の広い範囲に広がっている

（IPCCAR6 WGII報告書,2022）

自然・生態系への影響
・種の構成、生息域の移動
・生物季節
・サンゴの白化、海洋酸性化
・陸上の乾燥化
※一部では、不可逆な影響

山岳氷河融解、永久凍土
融解、種の絶滅

人間社会への影響
・水資源
・災害、沿岸域
・健康
・農林水産業、食料
・都市、交通、産業

WGII



11

干ばつ

高温・熱波

洪水

土砂災害

台風など

山火事

世界における災害の増加（1970～2019）

発生数（件） 死者（人）

被害額（10億ドル）

（出典：WMO気候・気象災害による被害報告書、2021）

1兆4千億ドル
＝150兆円

干ばつ

高温・熱波

台風など

洪水



⼈⼝分布
⾼齢者、弱者
資産・インフラ
産業

気候変動
豪⾬・台⾵
海⾯上昇

貧困、格差
⾼齢化、都市化
防災システム
社会の活⼒
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気候変動リスクは３つの要因でもたらされる
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社会の脆弱性の分布

• 気候変動のリスクを決める要因は、気象ハザード（外力）、暴露、脆弱性

• 脆弱な地域は、アフリカ、南アジア、中南米、小島嶼国、北極圏。現在、33億人が
これらの地域に住んでいる

アフリカ アジア 豪州・NZ 南米 ヨーロッパ 北米 小島嶼国

（IPCCAR6 WGII
報告書,2022）



14

減少 増加

トウモロコシの
将来予測

SSP5-8.5
2069–2099年

（IPCCAR6 WGII報告書Atlas,2022）



152050年 2100年

365日

1日

RCP2.6
（2℃）

RCP4.5
（3℃）

RCP8.5
（4℃）

現状
1991-2005高温に

晒される
人口

・温暖化の程度に
よって、暑熱による
死亡リスクが上昇

（IPCCAR6 WGII報告書Atlas,2022）
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洪水頻度の変化 1970-2000年 と2071-2100年 の比較

・洪水の頻度は、アジア、アフリカ、中南米、北米南部で上昇
（IPCCAR6 WGII報告書,2022）

増加 減少

（4℃）

（3℃）（2℃）
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影響リスクの全体評価ー温暖化とリスクの関係

世界平均気温の変化（1850-1900年比） 懸念の要因（RFCs）

・1.5℃以下と2℃以上では、気候変動の影響リスクは異なる
・2℃以上では、すべての指標でリスクが高まる

（IPCCAR6 WGII報告書SPM,2022）

2

0

1

℃

5

1.5

3

4
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世界で気候変動適応は進展

 世界的に適応計画の策定が前進
・世界で80％の国が何らかの適応枠組みを構築
・第5次報告書時点から大きな進展がある

 途上国に対する資金支援は不十分
・現在のペースでは、急速に進む気候変動影響に対応できない

 適応を推進する条件
・政治の関与や制度構築、幅広い関係者の参加などが必要

適応策： なし 準備中 策定

適応策の策定状況
図出典：UNEP
AGP(2021)

その他

森林
生態系

防災

水
インフ
ラ

農業

観光
健康

海岸海洋資源

ｴﾈﾙｷﾞｰ

分野別の資金ニーズ（26途上国）
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温室効果ガス排出のトレンド

• 2010〜2019年の期間の年間平均GHG排出量は過去のどの10年よりも高かっ。
• ただし、2010〜2019年の増加率は2000〜2009年の増加率よりも低かった。

出典：IPCC AR6 WG3 SPM、和訳 NIES解説資料, 2022

WGIII



各国の削減目標（NDCs）と2℃/1.5℃経路の比較
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• COP26より前の各国の目標（NDCs）に基づく2030年の世界全体のGHG排出量では、21世紀
中に温暖化が1.5℃を超える可能性が高い見込み。

• 温暖化を2℃より低く抑える可能性を高くするためには、2030年以降の急速な緩和努力の加速
に頼ることになるだろう。

出典：IPCC AR6 WG3 SPM
和訳 NIES解説資料, 2022
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• IEA 持続可能な発展シナリオ
ーエネルギーの供給側、需要側両方による総合的対策の重要性を提示

• IPCCAR6では、分野毎の選択肢を精査した

図の出典：IEA World Energy
Outlook 2019を環境省和訳を加工

1.5℃経路とのギャップをどう埋めるか

省エネ・省資源
効率化

再エネ、燃料転換
電化

吸収・利用
ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ・ｴﾐｯｼｮﾝ



22

2030年における削減ポテンシャル

• 2030年半減を実現するための対策オプションは存在する。
• 詳細な部門別評価によると、100ドル/tCO2-eq以下での緩和策によって、2030年のGHG排出量

を2019年比で少なくとも半減させることができる。このうち、20⽶ドル/tCO2-eq以下での緩和策
が半分以上を占めると試算される。

出典：IPCC AR6 WG3 SPM、和訳 NIES解説資料, 2022
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出典：IPCC AR6 WG3 SPM、和訳 NIES解説資料, 2022
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ネガティブエミッション：CCSとBECCS
• ゼロ・エミ：CCS （Carbon Dioxide Capture & Storage）を石炭火力などに適用
• ネガティブ・エミッション：CCS＋バイオ発電がBECCS

もともと“カーボンニュートラル”なバイオ発電からのCO2を捕捉・貯留すれば、ネガ
ティブエミッションになる

（RITE HP （出典：経済産業省産業技術局資料「CCS2020」）に加筆）

ドイツ・ポツダム近郊の
CCS実験場（2008年10月）
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IPCC第6次報告書が示すもの

 地球の平均気温は、過去2000年でもっとも高い水準に達している。
温暖化により、既に世界各地で気象システムの極端化が生じている。

 その結果、気候変動は、自然と人間に対して幅広い影響を引き起こしている。
脆弱な地域はアフリカ、南アジア、ラテンアメリカ、小島嶼国などであり、最も脆弱
な人々と自然システムが大きな影響を受けている。

 これに対して、2010～19年の年平均GHG排出量は、人類史上最高となった。
我々は、温暖化を1.5℃／2℃以下にとどめる経路上にはない。

● 温暖化・気候変動の現状は従来の評価よりも厳しい

● 近未来（～2040年）の見通しを重視。対応の緊急性を示した

 ほとんどのシナリオで、2040年ころまでに1.5℃に達する可能性が高い。
 温暖化を1.5℃付近に抑えることで被害は大幅に低減するが、全てをなくすことは

できない。中・長期の影響には、現在の数倍の大きさになるものがある。
 次の10年における社会の選択と行動が世界の将来を左右する。
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【緩和策】
 COP26までに公表された各国の目標は1.5℃達成に遠く及ばない。
 野心的な削減を実現する対策オプションが存在する。現在利用可能な緩和策だけ

で、排出量を半減できる。1.5℃経路を追及しても、経済成長が停滞することはない

【適応策】
 適応は世界の全ての地域で進展しているが、適応策の多くは、短期的な気候リス

クへの対応を目標にしており、変革的な適応 （transformational adaptation）は少
ない。途上国への資金の流れも小さい。

 実行可能で効果的な適応オプションが存在している。

【推進を可能にする条件】
 気候変動対策の推進には、複数の政策領域の統合、国と地方の連携、革新的な

技術開発、資金フローの確保、国際協力等が重要である。それらは、政治のリーダ
ーシップや制度構築、幅広い関係者の参加などによって可能になる。

● 対策ポテンシャルを確認。実行可能になる条件を示した
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 気候変動対策において、気候、生態系、人間社会の相互関係を重視
 気候変動にレジリエントな開発（CRD）によって、気候、生態系、人間社会の相互

関係を健全で持続可能なものに変えることが必要

CRDとは「気候変動対応×持続可能な開発」

気候 気候

社会
社会生態系 生態

系

(a) 気候・生態系・社会の相互作用 (b) CRD実現のサイクル

（IPCCAR6 WGII報告書SPM,2022）

● 気候変動対策と開発の間には不可分な関係がある
－気候変動にレジリエントで持続可能な開発（CRD)
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取り組みの場
コミュニティ
社会文化
政治
生態系保全
知識＋技術
経済＋財政
国際関係

CRD/持続可能社会分岐する開発経路

非持続可能社会

IPCC WGIIーCRDに向かう経路

・短期的な社会の選択と行動が、地球社会の将来を決める

（IPCCAR6 WGII報告書SPM,2022）



２．体験的IPCC観察

ーなぜ、IPCCは大きな力を発揮でき
るのか？
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IPCC報告書の進化

＜国際動向＞ ＜IPCC＞ ＜論点＞

1988 IPCC設立

1990 第１次報告書

1992 地球サミット
気候変動枠組み条約

1993 環境基本法
1995 第２次報告書

1997 京都議定書(COP3)
2001 第３次報告書

2005 京都議定書発効
2007 第４次報告書

2013～14 第５次報告書 Problem Spaceから Solution Spaceへ

ー緩和・適応を柱とするリスク管理

2015 パリ協定、SDGs
2018 1.5℃特別報告書 脱炭素社会への道筋

2020 2050年脱炭素加速
2021～22 第６次報告書 Climate Resilient Development

ー持続可能社会と気候変動対策の統合

人為的温暖化の検証
気候変動影響リスクの特定

Verify human-induced global warming 
Identify impact risk of climate change 
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（環境省報道資料,2022）
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IPCC 第6次評価報告書（AR6）の作成過程

IPCC第６次報告書の作成

2014年 AR5公表

2015年 AR6議長団・ビューローメンバー選定

2017年 AR6アウトライン（構成）承認

2018～21年 報告書作成。4回原稿を作成ー2回は専門家、政府のレビュー

2021年8月 WGI AR6承認

2022年2月 WGII AR6承認

2022年4月 WGIII AR6承認

2023年 統合報告書承認

2018年10月 1.5℃特別報告書

2019年8月 土地関係特別報告書

2019年9月 海洋・雪氷圏特別報告書



WGII報告書の構成

Section1 セクター

Ch2 陸上・淡水生態系
Ch3 海洋・沿岸生態系
Ch4 水
Ch5 食糧・繊維ほか
Ch6 都市・居住・インフラ
Ch7 健康・ウエルビーイング・

コミュニティ
Ch8 貧困・生活・持続可能な開発

Ch1 出発点

Section2 地域

Ch9 アフリカ
Ch10 アジア
Ch11 オーストラリア・NZ
Ch12 中南米
Ch13 ヨーロッパ
Ch14 北米
Ch15 小島嶼

Section3 持続可能な開発：適応と緩和の統合

Ch16 鍵となるリスク
Ch17 リスク管理のための意思決定
Ch18 気候変動に対してresilientな開発

SPM、TS

影響・リスク

適応策・政策評価

開発のあり方
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IPCC WGII第３回執筆者会合（2020年1月ポルトガル）

報告書の構成 18章＋章横断ペーパー 7編
執筆者・レビューエディター 270名（67か国、女性41%）
参照論文 77,000件以上
外部コメント 62,418件
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WGII第4次報告書承認ーIPCC第38回総会（横浜）

• 日時：2014年3月25～29日（5日間）
• 場所：パシフィコ横浜（横浜市）
• 参加：約110カ国、国際機関、NGOなどから約400名
• WGII CLA 約50名
• 承認は「政策決定者向け要約（SPM）」 32p
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IPCCの目的と性格

・目的： 気候変動に関する最新の科学的知見を評価

各国政府の気候政策に科学的基礎を提供

・立場： policy-relevant, not policy-prescriptive
（政策に適切な科学的情報を提供、特定の政策の提案はしない）

・科学的な妥当性を担保する仕組み：

①地域、国、ジェンダー、分野が偏らない執筆者の構成

②広範囲の論文のレビュー

➂専門家、政府による幅広いレビューコメント

④文献の裏付けを持った記述

・政策決定者と科学者のコミュニケーション：

報告書承認における徹底的な対話と厳密な承認プロセス

“Intergovernmental Panel”（政府間パネル）という性格付け

→IPCC報告書は各国政府自身の報告書となる

→科学のソフトパワー発揮、地球益の提示を可能にする仕組み
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IPCC報告書の特徴

IPCC報告書の記述には、出典及び不確実性・確信度の記述がついている。
(IPCC uncertainty language)

In human settlements, the extent of urban land exposed to floods and droughts is 
very likely to more than double between 2000 and 2030, with an additional 350 
million people exposed to water scarcity from severe droughts at 1.5°C warming 
(medium confidence).

不確実性の表現 確信度の基準



３．カーボンニュートラルと

気候変動適応策

38
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悪影響に対する対策

気候変動には２つの対策がある

Mitigation
緩和策

Adaptation
適応策

CO2・温室効果ガス
の排出削減

39



○ 持続可能な開発目標（SDGs）
・2015年9月、国連持続可能な開発サミット
・17の目標と169のターゲット

40

○ パリ協定

・2015年12月、COP21＠パリ

・2℃目標と1.5℃努力目標

“潮目を変える”協定

２０５０年カーボンニュートラルに向けた急速な展開
COP２６、COP２７・・・

2015年・・・世界が変わり始めた年

○ 仙台防災枠組み

・自然災害に対するレジリエンスの構築
・Build Back Better（より良い復興）



2050年カーボンニュートラルに向けた排出削減の道筋

出典：環境省SBT等の達成GHG
排出削減ガイドブック(2021)

CO2排出量
（10億ﾄﾝCO2)

41
カーボン

ニュートラル
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2030年
中間目標

２０５0年
目標

2050年カーボンニュートラルに向けた目標
ーCO2削減のスピードアップ

・世界の目標に合わせて、2020年に日本も2050年カーボンニュートラル宣言

（環境省資料に加筆）



部門別の温室効果ガス排出量割合（2018年度）

脱炭素実現のためには、産業、運輸、業務、家庭、その他の部門す
べてで、抜本的なCO2排出削減を進めることが必要

（環境省資料）
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日本における気候変動適応の経過

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 2025

・適応策の検討から計画・実施段階へ移行
・地域の取り組みに向けた高解像度の影響予測・適応評価

IPCC AR5
(2014)

1.5℃SR 土地関係SR
海洋雪氷圏SR

IPCC AR6

パリ協定
SDGs

2050カーボン
ニュートラル加速

COP26

気候変動
適応法
適応計画

地球温暖化
対策法
(1998)

影響評価報告書
適応計画変更

影響評価

適応計画
変更

気候変動に
強靭な開発

中環審意見具申
各省庁での取組

農水省適応計画改定

地域気候変動適応センター 50自治体

CCを踏まえた治水、海岸保全方針

厚労省・消防庁など熱中症対策

経産省適応ビジネス

国立環境研A‐PLAT

適応の取組例
（一部のみ）

環境省・ERCA 環境研究総合推進費戦略的研究開発S-18の開始
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市域人口 58万人
大首都圏 200万人

コペンハーゲンの挑戦

2011 Copenhagen Climate 
Adaptation Plan
（気候変動適応策）

2012 CPH 2025 Climate Plan
（2025年脱炭素計画）

2012 Cloudburst Management   
Plan （豪雨対策計画）

2016  First Climate Resilient
Neighborhood

2021  Climate Plan
- Roadmap 2021–2025
（5年ごとの実行計画）
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コペンハーゲンの気候変動対策

エネ
ルギ
ー

交通

CN 脱炭
素

【緩和策】 World first carbon neutral capital by 2025

4つの柱
• エネルギー消費
• エネルギー供給
• グリーン・モビリティ
• 市主導の対策

（グリーン化）

Denmark Copenhagen

出典：CPH 2025 climate plan-roadmap 2021-2025, 2021
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【Adaptation Plan】
Climate change planning is an excellent chance for urban development

内水対策 緑地計画 暑熱対策 防護・防災

出典：Copenhagen Solution for Sustainable Cities

夏の高温
豪雨

海面上昇
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内水対策のアプローチ

・従来型の雨水排除と新手法の併用
・地表面の遊水・浸透機能の活用
都市空間のグリーン化

【地表面の活用】
１．豪雨ロード（貯留施設への流路）
２．遊水スペースと遊水ロード
３．グリーンロード

【地中排水施設】
４．豪雨パイプ（下水道、雨水管）

１
２

３
４

出典：Copenhagen’s first climate resilient neighborhood, 2016
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遊水スペース／Green Roadの例

出典：Copenhagen’s first-climate 
resilient neighborhood, 2016
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Copenhagenの教訓

１．気候変動対策＝新しい都市開発の機会
ー都市レジリエンスの確保と住民のＱＯＬ向上の同時達成

２．気候変動対策と他の都市開発目標の結合
ー中長期的目標の設定（2025年カーボンニュートラル、CN Capital）

３．Nature-based Solution
ーグリーンインフラ・生態系サービスの保全・再生・活用

４．市全体ー地区ー近隣街区それぞれで行政と住民、専門家が対話
イノベーションー地域に応じた多様な適応手法の開発



４．気候変動影響予測と適応評価

ーS-18プロジェクト紹介

51



環境研究総合推進費S-18
気候変動影響予測・適応評価の

総合的研究
2020年度〜2024年度

プロジェクト・リーダー：三村信男
研究参加機関：茨城⼤学、愛媛⼤学、岡⼭⼤学、九州⼤学、京都⼤学、摂南⼤学、

筑波⼤学、東京⼤学、東北⼤学、富⼭県⽴⼤学、名古屋⼤学、名古屋市⽴⼤学、
福島⼤学、⽴教⼤学、早稲⽥⼤学、国⼟技術政策総合研究所、国⽴環境研究所、
森林研究・整備機構、⽔産研究・教育機構、農業・⾷品産業技術総合研究機構、
岐⾩県農業技術センター、⿅児島県農業開発総合センター、⼭梨県畜産酪農技
術センター

S-18プロジェクトWebサイト： https://s-18ccap.jp/



【全体⽬標】
我が国の気候変動適応を支援する影響予測・適応評価に関する
最新の科学的情報を創出する

 
降雨量極値差

(mm/day)
降雨量極値差

(mm/day)

⑤ IPCC、パリ協定などへの国際的貢献
⑥ 他のプロジェクトとの研究交流。気候変動影響の全体像の提示
⑦ 民間企業、NGO、マスコミなどとの情報交換

① 統一的な全国レベルの影響予測
② 自治体の適応計画検討に資する高解像度の影響予測
③ 適応策の効果の評価
④ 分野ごとに脆弱な地域の抽出、地域毎の影響特性の把握
（拡充） COVID-19と気候変動、緩和策と適応策の関係

⑦ 気候変動に対してレジリエントな社会の在り方に向けた提言 53

影響予測・適応評価

連携・交流・発信

社会への提言

研究開発の目的・目標



社会経済・適応シナリオ
共通シナリオ

気候シナリオ

対象6分野の気候変動影響・適応評価

経済評価

＜期待される成果＞
次世代影響予測モデルの開発
包括的影響評価レポート
2025年影響評価への貢献

農林
⽔産業

⽔環境・
⽔資源

⾃然
⽣態系

⾃然災害
・沿岸域

健康 産業・
経済活動

国⺠⽣活
都市⽣活

地⽅公共団体
国⽴環境研究所

気候変動
適応センター 事業者

国⺠気候変動適応情報
プラットフォーム

A-PLAT

気候変動適応法の実施

研究計画

54



S-18研究フレームワークの構築

● 影響予測・適応評価研究の枠組み

• ①温暖化レベル、②気候シナリオ、③社会経済シナリオ、④適応あり／なしの条件を組み合
わせて、多様な条件下で評価を行う。

• 共通の気候シナリオと社会経済シナリオを設定
• 全てのテーマが共通の条件で影響予測と適応策の評価を実施
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分野 ⼤項⽬ 評価対象

農業・
林業・
⽔産業

農業 ⽔稲
農業 リンゴ、ブドウ、アボカド
農業 病害⾍（ニカメイガ、ツマグロヨコバイ）

農業
(統計的⼿法)

⽔稲、⼤⾖、⼩⾖、インゲン、落花⽣、裸⻨、⼩⻨、六条
⼤⻨、⼆条⼤⻨、そば、りんご、⽇本なし、⻄洋なし、か
き、びわ、もも、すもも、おうとう、うめ、ぶどう、パイ
ンアップル、キウイフルーツ、みかん、くり

畜産業 泌乳⽜、採卵鶏、肥育後期豚（新期）
育成⽜、⾁⽤鶏、肥育前期豚（既存ﾃﾞｰﾀ⾼度化）

林業 スギ
林業 ⼟砂災害
⽔産業 サンマ
⽔産業 養殖業（ノリ）；ワカメ、アワビ
⽔産業 ⽔産業の将来予測

⽔環境・
⽔資源 ⽔資源 河川流量、⽔需給バランス

⾃然災害
・沿岸域

沿岸 海⾯上昇による浸⽔
沿岸 ⾼潮影響
沿岸 海岸侵⾷
河川 河川氾濫、内⽔氾濫

健康 感染症 デング熱、新型コロナウイルス感染症＋

暑熱 熱中症
産業・
経済活動

− サプライチェーンや地域波及効果を考慮した経済モデル
（47都道府県経済モデル）

− 気候変動に対する市町村脆弱性
国⺠⽣活
都市⽣活

都市インフラ 災害による都市物質ストックの被害
都市インフラ 乗合バス、鉄道
都市インフラ 鉄道線路、⾼速道路

研究成果：

全国影響
予測と
適応評価



コメの収量は従来予測よりも
多くの地域で低下する

従来モデル 最新モデル

相対収量(1981-2000年平均を100として)

今世紀半ば（MIROC5: RCP8.5）

西日本：（従来）収量確保→（最
新）減収地域が出現 * 日本全国平
均＋15%→±0%に下方修正（当社比）

1kmメッシュ収量・品質予測（2050s）
*温暖化傾向中庸な気候予測モデル／RCP8.5: CO2排出⼤≒昇温⼤

関東以⻄で⽩未熟粒率の増加
がより顕著に

最新モデル従来モデル

今世紀半ば（MIROC5: RCP8.5）

白未熟粒率(％)

全国平均で、今世紀半ば
従来15%→最新20%
* 今世紀末に30%→40%に増

2003年時点の普及品種を対象に適応策を取らない場合

農研機構プレスリリース(2021.07.19)
S18‐2(1) Ishigooka et al. (2021:JAM)
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河川・内水氾濫の緩和・適応評価

たとえばSmit et al.,(1999)

防護
(protect)

順応
(accommodate)

撤退
(retreat)

適応策のオプション

https://pbs.t
wimg.com/
media/EGqq
WddUwAAr
YwT.jpg:sma
ll

今回検証

⼟地利⽤規制
10000⼈/km2以下&1/200で⽔深
3m以上は移転

治⽔⽔準の向上
河川整備計画達成

排⽔場能⼒向上
1/10内⽔排⽔達成

ピロティ建築
10000⼈/km2以上＆1/30で0.5m
以上に⽔深5mまで被害無し

たんぼダム
全てのたんぼに貯留効果

https://www.vill.noda.i
wate.jp/seikatukibanns
aikenn/image/0000002
133002.jpg

緩和策のオプション
温室効果ガスの制御

https://ecotopia.earth/article-167/

RCP2.6と8.5の差

S18-3-3東北大



緩和・適応による被害軽減効果

59

対応策 被害額軽減率

緩和策 22％減

治水安全度向上 14％減

排水能力向上 26％減

土地利用規制 24％減

ピロティ建築 68％減

田んぼダム 7％減

21世紀末4℃上昇/適応無に対する被害軽減効果

内水含まず

外水含まず

（東北大学 風間教授資料, 2022）
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気候変動にレジリエントな街をデザインする

(1) 将来の市街地に対する気候変動影響予測（ SSP1‐RCP2.6 ）
‐名古屋市錦⼆丁⽬地区での取り組み
・街並み：住宅・商業・オフィスの複合、容積率400-600%
・都市全体：集約連携型都市構造

2021 2030 2050 2090
N

Ts※：48.7℃ Ts：49.6℃ Ts：50.5℃ Ts：52.0℃
※Ts：平均道路表⾯温度（道路部分の表⾯温度の積分平均値）

持続可能シナリオ(SSP1)では、建築物減少に伴う⽇陰⾯積減少により地表⾯温度が上昇
→要適応策

S18-4-3東大
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気候変動（防災）における社会のレジリエンスの要素

防災・減災計画

短期的 長期的

社会・制度的対応

物的対応

• 気象観測・予報
• モニタリング
• 早期警報
• 避難
• 救援・復旧

情報提供

インフラ基盤
• 生態系
• 構造物

保険・金融

開発・管理計画
• 土地利用
• 沿岸域管理
• 適応計画

政策目標・手段

持続可能な開発
脆弱性の克服

• 人材育成
• 貧困克服
• ジェンダー
• 社会的不平等
• 生態系保全

科学技術
・技術移転

住民の認識・意識

 「気候変動にレジリエントな社会」は社会の総合力の構築を意味する
 気候変動適応：「改良型(incremental)」から「変革型（transformational）」まで



 CRDの目標は「気候変動対応×持続可能な開発」

ー再生可能エネルギーへの転換、気候変動リスクの抑制、生態系の保全・活用

公平、女性・若者・先住民・地域コミュニティ・少数民族などの参加

 CRDの推進に必要な要素

ー制度的枠組みと社会的認識

ーtransformation（様々なシステムの変革）

ー政治のリーダーシップ

21世紀の持続可能な社会の条件

62（IPCCAR6 WGII報告書,2022）



63

● 気候変動対策の岐路
・世界平均気温は、2040年頃までに1.5℃上昇に達する可能性が高い

・今後10年の対応で将来が左右される

● 気候変動対応の2つの意味
・カーボンニュートラルと適応を柱とする気候変動のリスクマネジメント

・社会・経済システムの大転換＝新しい産業革命

● 取り組みの方向
1. 気候変動にレジリエントな社会（CRD）の構築と我が国の課題解決の統合（人口

減少、格差解消、社会の活力の維持・拡大）

2. 地域や企業の特色を踏まえた脱炭素・適応ビジョンの構想

3. 国際協調体制の再構築とアジア・太平洋地域の発展途上国への協力

IPCC第6次報告書は、これらに関して科学的な根拠を提供している。

まとめ



ご清聴有り難うございました。
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令和 4年 IIAE大気環境総合センター 定期セミナー 

地球温暖化を考える第 1回『地球温暖化の影響評価と対策—IPCC第 6次報告書及び対策
の取り組み—』  

   
主催：一般財団法人大気環境総合センター 
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