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３．気候変動と適応の必要性 
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大気中のCO2が増加、気温も上昇 

大気中のＣＯ２濃度は依然として増加傾向 
(WMO GHG Bulletin, 2019/11/25) 
・2018年の年平均ＣＯ２ 濃度 407.8ppm  
・図はGOSATによる大気中ＣＯ２濃度 

1850～1900年比の全球平均気温上昇 

陸域 

陸域
＋ 
海洋 

出典：IPCC 気候変動と土地特別
報告書（2019） 

全球平均気温も増加 
・陸域の温度上昇は全
球（陸域＋海域）より高
い。 
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2015～2019年の地球気候(世界気象機関： WMO) 
 〇2015～2019年の地球平均気温は、記録上最も暖かい5年。工業化前（1850-1900）より

1.1℃高く、2011-2015年より0.2℃高い。 
 〇地球の平均海面上昇は加速し、工業化初めから海洋酸性度が26％増加。 

  
世界の二酸化炭素排出量(全球炭素プロジェクト: ＧＣＰ) 
 〇化石燃料使用によるCO2排出量は年間1％以上増加し、2018年には2％に達している。 
 〇2017年に石炭からの排出量がふたたび増加傾向。 
 〇再生可能エネルギーの急成長にもかかわらず、依然として化石燃料が世界のエネルギー

システムを支配。 
  

温室効果ガス濃度(WMO) 
 〇CO2濃度の増加は加速し続けている。2017年405.5ppm。2018年407.8ppm（+2.3ppm)。 
 〇CO2、CH4、およびN2Oの現在のレベルは工業化前のそれぞれ146％、257％、および

122％（1750年以前比）。 
 

気候変動に関する最新の科学的知見 
～国連気候行動サミット(9月23日)提出の報告書”United In Science”～ 
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排出ギャップ(国連環境計画：UNEP Emission Gap Report 2018） 
〇世界の排出量は、2030年までにピークを打つとは推定されていない。 
〇現在のNDC（自国が決定する貢献）を実現できても、工業化前と比較して2100年までに2.9℃

から3.4℃の間で世界平均温度上昇が起こり、その後も継続する。 
〇NDCの野心(削減）レベルを、排出削減を2℃目標では約3倍にし、1.5℃目標では5倍にする

必要がある。技術的にまだギャップを埋めることは可能。 
 

IPCC AR5, 2018および2019特別報告書 
〇AR5 気候システムの温暖化には疑う余地はない、世界各地で極端な気象現象、影響が深

刻化。 
〇気温を工業化前レベルより1.5℃に制限すると、持続可能な開発の達成や貧困の撲滅など、

他の世界目標も達成できる。 
〇気候変動は、土地自身と土地の食料、水、健康、福祉を支持・供給する力にさらに負担をか

ける。 農業、食料生産、森林破壊は気候変動の主な促進要因。 

 

気候インサイト(フューチャー・アース、Future Earth) 
〇気候影響の増大は、深刻な転換点（Tipping Point)を超えるリスクを増大させる。 
〇10年前の気候影響アセスメントより、より強く、より早く影響を受けている。 
〇パリ協定の遵守には、野心的な政策、炭素吸収源と生物多様性の保護・強化、大気からの

CO2除去によって補完できる。脱炭素化を目指す緊急かつ総合的な行動が必要。 
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排出ギャップ(UNEP  GAPレポート 2019） 

・現在のGHG排出量：  

  55.3 GtCO2e(2018) （2017年53.5 
GtCO2e より増加）。  

・2030年の排出量： 60 GtCO2e (現政
策シナリオ） 

・NDC（自国が決定する貢献）が実現す
れば、削減量 ６ GtCO2e。 

・2℃目標の場合： NDCに比べて 12～
15 GtCO2e 不足。3倍の野心（削減量）
が必要。  

・1.5℃の場合： NDCに比べて 29～
32 GtCO2e 不足。5倍の野心（削減）が
必要。 

・NDCを達成しても、工業化前と比較し

て2100年までに3.2℃上昇。 
 
GtCO2e :CO2換算10億トン 

出典：UNEP Emission Gap Report 2019 (2019/11/26) 
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将来気候 

気温、降水、極端
現象 

影響 

社会・経済・人間活動 

GHG排出量 

気候モデル 

適応 

社会経済シナリオ 
IPCC: RCP・SSP 
IEA※:CPS, SPS, SDS 

気候シナリオ 

緩和 

シナリオ・気候予測・影響予測 

排出シナリオ 

GHGｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ 

気候予測 

影響予
測・評価 

※ IEA:世界ｴﾈﾙｷﾞｰ機関 



気候変動予測では、人為起源による放射強制力※１の変化の仮定（シナリオ）が必要。 

IPCCシナリオの場合 
・RCP※２：緩和策を前提として、将来、温室効果ガスをどのような濃度に安定化させ
るかという考え方から算出。 

・SSP※３：緩和、適応の困難度により、5つの社会経済世界を想定し、RCPと組合せ。 

将来予測のシナリオ 

SSP1 

SSP2 

SSP3 SSP5 

SSP5 
 

      RCP 
工業化前と比較した21世紀末の放射
強制力※の差により4つのシナリオ 
①2.6W/m2、RCP2.6:低位安定化 
②4.5W/m2、RCP4.6:中位安定化  
③6.0W/m2、RCP6.0:高位安定化 
④8.5W/m2、RCP8.5:高位参照 

SSP 

※1 放射強制力（Radiative Forcing)：地球に出入りするエネルギー
が地球気候に対して持つ放射の大きさ 
※2 代表的濃度経路(Representative Concentration Pathways) 
※3 共通社会経済ｼﾅﾘｵ(Shared Socioeconomic Pathways ） 
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IPCC 1.5℃特別報告書（2018年10月7日）の概要 

・このまま地球温暖化が進めば、2030年にも世界平均気温が工業化前と比
べて1.5度上昇する可能性が高い。 

・温暖化影響は1.5℃上昇でも大きいが、2℃になるとさらに深刻、0.5℃の差
で温暖化影響は大きく異なる。 

 ー熱波の影響人数は1.5℃上昇と比べ2℃だと約17億人増える。 
 ー生物種消失も一気に進む。サンゴ礁は、2℃で99%以上消滅、1.5℃でも今

後7割～9割が消滅する。 
・気温上昇を1.5℃に止めることはまだ可能だが、全部門でかつてない変革が

必要。2030年までにCO2排出量を半減し、2050年までに実質ゼロ・エミッ
ションが必要。パリ協定では「2℃目標」を前提とし、CO2排出量を50年まで
に10年と比べて40％から70％削減、実質ゼロ実現は今世紀後半（2050年か
ら2100年）。 

・1.5℃目標達成のためには全部門、とりわけ土地利用、エネルギー、産業、
建築、輸送、都市などの分野、具体的には、森林破壊を止め大規模植林、
化石燃料使用を劇的に減らし、石炭利用を段階的に廃止、風力・太陽光発
電を増やし、持続可能な農業に投資、最新テクノロジーの導入が必要。 

 

出典：IPCC1.5℃特別報告書、環境省資料、EICネット、等。 9 



気温上昇1.5℃と2℃の洪水・渇水影響 

・2015年にパリ協定が結ばれ、世界の平均気温上昇の目標（1.5℃と2.0℃）間の影
響の違いを示す科学的根拠が求められている。 
・湿潤・乾燥間の変動の激しさを表す「水文気候的強度」という指標を定義し、1.5℃
および2.0℃シナリオで評価。1.5℃から2.0℃へと温暖化が進むことにより、世界の
多くの地域で変動が激しくなることが予測された。 
・気温上昇を1.5℃に抑えることで、洪水と渇水が続いて発生するような災害リスクを
大幅に減らすことができることを示唆している。 

図（上）極端現象に関する水文気候的強度の
差（2.0上昇時－1.5℃上昇時） 
 正の値は強化（湿潤・乾燥間の変動が激しくなる）、
負の値は弱化を示す。世界全体で2.0℃上昇時の
ほうが強度が増す（赤色）傾向にある。 

図（下）主要な地域における極端現象に関す
る水文気候的強度の頻度分布 
 2.0℃上昇時（赤色）は1.5℃上昇時（青色）に比べ、
ピークが右（強度が高い）にシフトし、湿潤・乾燥の
変動が激しくなる頻度が高まることを示している。横
軸は水文気候的強度の変化。縦軸は確率密度。 

10 出典：記者発表：東大生産研、国立環境研（2019年4月2日) 



内容 
１．気候変動の現状/科学的知見/ｼﾅﾘｵ・予測 
２．気候変動がもたらす物理的な影響例 
３．気候変動と適応の必要性 
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出典：環境省資料 



巨大化する台風・ハリケーン 解ける北極海氷（2019年8月） 

欧州を襲った熱波（2019年7月） 

平成30年7月豪雨が統計開始以来最大の被害額
に～平成30年の水害被害額（暫定値）を公表～ 

◆水害被害額は、全国で約1兆3,500億円 
 平成30年水害被害額（暫定値）は、全国で
約1兆3,500億円。特に平成30年7月豪雨による
被害額は約1兆1,580億円となり、単一の豪雨
による被害としては、昭和51年台風第17号等
による被害額(8,844億円)を上回り、統計開始
以来最大の被害額。 
（記者発表：2019年7月30日 国交省水管理・国土保全局河川
計画課） 

日本でも豪雨・台風による被害が増大 

ハリケーンドリアン 
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出典：中央環境審議会地球環境部会（第１３７回、平成３０年１月１０日）資料 14 



２０１８年７月猛暑に地球温暖化が与えた影響 

・気候モデルを用いて、温暖化状態と非温暖化状態を比較する「イベント・ア
トリビューション」により分析し、温暖化の寄与を推定。  

・工業化以降の温室効果ガス排出に伴う温暖化を考慮しなければ、2018年猛
暑は起こりえなかった。猛暑の発生確率のうち、地球温暖化の効果が約20％。 

・工業化以降の世界気温上昇が２℃に抑えられたとしても、国内での猛暑日の
発生回数は現在の1.8倍となる。 

出典：記者発表資料（2019年5月21日） 
気象研究所、東京大学大気海洋研究所、国立環
境研究所、(一財)気象業務支援センター 15 



16 出典：IPCC WG2 AR5報告書, 環境省資料 
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気候変動の8つの主要なリスク 

①海面上昇、沿岸での高潮被害： 沿岸低地、小島しょ 
②大都市部の洪水による被害： 大都市・内陸部、内水氾濫 

③極端な気象現象によるインフラ等の機能停止： 電気、水供給、保
健、交通・運輸、緊急サービス 

④熱波による、特に都市部の脆弱な層の死亡や疾病： 小児や高齢者、
屋外労働者など 

⑤ 気温上昇、干ばつ等による穀物生産、食料安全保障への脅威： 食
料不足、国を超えた影響（サプライチェーン） 

⑥水資源不足と農業生産性減少による農村部の生計及び所得損失：
半乾燥地域の飲料水・かんがい用水など 

⑦ 沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失： 漁業への影
響、特に熱帯や北極圏 

⑧ 陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失： 陸域、内水生態
系が支える生産手段の喪失 

出典：IPCCAR5、生保協会：はじめての気候変動対応
ハンドブック、江守正多講演資料。 



出典： 環境省資料、気候変動への適応に関する環境
省の取組と気候変動適応法について(190621) 18 



地球温暖化による穀物生産被害 
・地球温暖化が主要穀物の過去30年間（1981-2010年）の平均収量に与えた影響を、
世界全体について評価（収量は単位面積あたり生産量）。 

・温暖化によりトウモロコシ、コムギ、ダイズの世界平均収量がそれぞれ4.1％、1.8％、
4.5％低下したと推定された。金額換算ではトウモロコシ223億ドル、コムギ136億ド
ル、ダイズ65億ドルと推計され、過去30年間で平均すると被害額は年間424億ドル
に上ると見積もられる。 

・世界平均収量では、既に温暖化による穀物生産被害が生じており、温暖化への適応策
の開発・普及が緊急に必要。  

図 温暖化による収量影響の推定値    

記者発表資料：平成30年12月11日（火） 
農研機構,国立環境研究所,気象庁気象研究所 19 
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環境省資料 22 



環境省資料 23 



○気候モデル：MIROC5 
○格子間隔：都道府県 
○基準期間（1981～2000年）の熱中症搬送者数を“1”とした場合の相
対値 

○気候影響予測結果 
  分野：熱中症搬送者数   対象期間：21世紀末（2081年～2100年） 

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) 

影響予測結果の例 

※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。 24 
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気候変動適応法と民間企業 



企業の気候変動対応ガイド 

・気候変動の事業活動への影響と適応取組の基本的な進め
方、民間企業が適応に取組むメリットなどを紹介。 

・気候変動影響に関する資料や国内外の企業の適応事例を
参考資料編に取りまとめ。 

環境省：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  

26 

生命保険協会：はじめての気候変動対応ハンド
ブック 

・気候変動がなぜ大事なのかという基本的なことから、実務担
当者としてどういったことを考えればいいのかまで幅広く整理。
TCFDシナリオ分析を進めるための基礎情報を提供。 


