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気候変動影響への適応の取組

１. はじめに
　2016年の世界の年平均気温（陸域における地表付近
の気温と海面水温の平均） は，1891年以降では 2015
年に続き三年連続最高気温を更新した1．気候変動によ
る影響は遠い将来に生じるものではなく，既に世界中で
様々な分野で顕在化しつつあるため，温暖化対策には温
室効果ガスの排出を抑制して気温の上昇を緩やかにする

「緩和」を行うと同時に，今後中長期的に避けられない気
候変動による影響への備えと新しい気候条件を利用する

「適応」への取組が急務となっている．
　 
２. 気候変動適応とは
　気候変動の進行を食い止めるために温室効果ガスの
削減（緩和）を実施することが，最も重要な対策であるが，
緩和を推進しても気候変動の影響が避けられない場合，
その影響に対して損害を和らげ，回避し，または有益な機
会を活かすために，自然や人間社会のあり方を調整して
いくことが「適応」である2．
　気候変動影響のリスクは，人間・社会及び自然システ
ムにおいて，①影響への感受性や受けやすさ，②リスクに
曝されるかどうか，③損害・損失をもたらしうる影響，の
相互作用によって望ましくない結果が生じる可能性があ
ることである．このようなリスクは，程度は地域や分野に
よって様々であるため，地域に応じた法制度や社会シス
テムの整備が重要となる．また，気候変動リスクの負の側
面のみにとらわれず，その変化を積極的に生かすという
考え方も必要となる．国際的には，気候変動への適応が，
社会における認知と普及の段階から，計画・戦略・法規制
およびプロジェクトの構築と実施段階へと移行しつつあ
る．日本においても，適応について総合的かつ計画的に取
組を進めるため，関係府省庁が連携し，政府の「気候変動
の影響への適応計画3」が，平成27年11月27日に閣議決
定された．これにより，自治体において適応策の検討が促
進されていくことが期待されている2．

３.　日本の適応計画3

　先に述べた平成27年閣議決定「気候変動の影響への
適応計画（以下，適応計画）」では，日本社会は「いかなる
気候変動の影響が生じようとも、気候変動の影響への適
応策を通じて社会システムや自然システムを調整するこ
とにより，気候変動の影響による国民の生命，財産及び生
活，経済，自然環境等への被害を最小化あるいは回避し，
迅速に回復できる，安全・安心で持続可能な社会を構築
することを目指す．」としている．また，具体的な取組みと
して，次の5つの基本戦略を設定している．

１　政府施策への適応の組み込み
２　科学的知見の充実
３　気候リスク情報等の共有と提供を通じた理解と協力

の促進
４　地域での適応の推進
５　国際協力・貢献の推進
　気候に関するリスクへの対応には，将来の気候変動の
影響の重大性や緊急性に不確実性があるなか，人口減少
や高齢化等の今後の社会環境の変化を踏まえて意思決
定を行うことを伴う．適応計画では，できるだけ手戻りな
く適時的確に適応を進めていけるよう，反復的なリスク
マネジメントを行うとしている．適応計画の見直しは，お
おむね５年程度をめどに影響の評価を実施し，その結果
や各施策の状況等を踏まえて，必要に応じて計画を見直
しすることになっている．これに対し気候変動の影響へ
の適応に関する関係府省庁連絡会議では平成28年12月
に，適応計画のフォローアップ（進捗状況の把握）を定期
的に行うとし，まずは平成28年度に実施した施策につい
て「気候変動の影響への適応計画の試験的フォローアッ
プ報告書」4として取りまとめている．

４.　地域での適応の推進
　適応計画の5つの基本戦略のうち，④地域での適応の
推進，の具体的な環境省の取り組みを以下に記す．環境
省は，平成27年度から2ヵ年計画で11の自治体を対象と
したモデル事業を実施し，各自治体の気候変動の影響に
ついての知見の整理や適応に関する計画の策定の支援
を行った． 
　また，モデル事業を通じて得た知見を基に，「地方公共
団体における気候変動適応計画策定ガイドライン5以下，
ガイドライン）」を平成28年８月に作成し，全国の地方公
共団体による計画策定を推進している．
地域における適応の推進の次の取組としては，平成29年
度の環境省と関係府省庁の取組として，「地域適応コン
ソーシアム事業」が挙げられる．この事業を通じ，地方公
共団体が独立して気候変動の影響評価や適応策の立案・
実施を進めることが可能となるよう，地域の体制構築等
の仕組みづくりも進めていくものとしている6．

５.　気候変動適応情報プラットフォーム7

　「気候変動適応情報プラットフォーム」は国の適応計画
の基本戦略のうち，「気候リスク情報等の共有と提供を通
じた理解と協力の促進」を進める中核的組織として，平成
28年8月に環境省が関係府省庁と連携して設置したもの
であり，事務局である国立環境研究所（以下，国環研）が
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科学的な知見を基に運営している．「気候変動適応情報
プラットフォーム」のポータルサイトA-PLAT7では，政
府，地方公共団体，事業者，個人の取組を支援するために
必要な気候変動の影響への適応に関する情報を一元的
に発信している．主なコンテンツとして，①気候変動影響
への適応についての解説，②国および地方公共団体の適
応計画，③我が国の分野別影響とその適応策の紹介，④
観測された気候データや複数の気候モデルによる将来影
響予測データ（ダウンロード機能付），⑤地方公共団体の
適応計画策定の指針となる「気候変動適応計画策定ガイ
ドライン」，⑥個人の方が近な影響に適応するための対策
の紹介，⑦気候変動影響に関する文献情報の提供，⑧地
方公共団体会員ページ，などがある．

図１　気候変動影響への適応についての解説のコンテンツ例

　このうち④にあたる「全国・都道府県情報」では，基準
期間（1981年～2000年）および2031年～2050年，
2081年～20100年の3期間に分けて農業・水環境・自然
生態系・自然災害・健康の各分野への影響予測8を，全国
および都道府県別に示すことで，自治体が長期的な適応
策を検討する際の指針となることを目指している．

図２　観測された気候データや将来の気候予測，複数の気候モデ

ルによる将来影響予測データ（閲覧・ダウンロード機能付）例

地方公共団体の適応計画策定の推進においては，担当者
専用の⑧を設け，11のモデル自治体の適応取組支援事
業の報告書やガイドライン作成ツールなどを提供してい
る．今後は，国・自治体・事業者・個人において適応計画や
適応策をより推進していくために，さらなる科学的知見
の創出や集積，発信・配信が求められている．

６．国際協力・貢献の推進
　環境省は我が国のパリ協定実施への貢献として関係
各国の政府・機関との連携体制を構築し，途上国における
気候変動の影響評価や適応計画の策定を支援している．
この一環として平成28年11月にアジア太平洋地域の
適応に関する情報基盤「アジア太平洋適応情報プラット
フォーム」を2020年までに構築することを発表した9．国
環研はこの活動を推進するポータルサイトAP-PLAT10

を準備し，平成29年11月に国連気候変動枠組条約第23
回締約国会議（COP23）でその開設を発表した．
　国際的な動向では、世界で適応を推進することを目的
にオランダ政府，国連環境計画(UNEP)とともに国環
研が開設準備委員を務めた「国際気候変動適応センター

（GCECA）11」の設立が同じくCOP23会期中に発表さ
れた．
　日本がアジア地域での適応策支援を推進するためには
関係各国や様々な機関等と連携し，取組や情報の共有等
を進めることが重要である．国環研はAP-PLATを通じ
てGCECA等の国際機関との協働により日本の知見を
世界と共有しつつ，アジア太平洋域の適応策を推進して
いく．

７.　効果的な適応策に向けて3,12

　十分な検討がなされない適応は，将来の気候変動リス
クを増大させる懸念がある．そこで，効果的な適応策を実
施するためには，以下について理解しておく必要がある．
１　各地域の特徴に合わせた実施が重要である．気候変

動に対する脆弱性や影響の度合いは国内でも一様
ではないため，地域特性に応じた気候変動適応社会
を実現することが求められる13．

２　計画とその実施は，個人から政府まで，あらゆる層が
取り組むことが必要である．IPCC 第５次評価報告
書においても，適応の計画立案と実施は，あらゆる層
にわたる補完的な行動を通じて強化されうるとされ
ており，政府が気候変動に関するリスクや対策，技
術等の情報を提供するとともに普及啓発を行うこと
は，各々の主体の適応努力を促進するために重要な
役割を果たす，とされている． 

３　まず取り組むべきことは，現存する気候変動の脆弱
性や曝露の低減である．あらかじめ気候変動とその
影響の現状や将来のリスクを把握し，長期的な視点
に立ち，脆弱性を低減して，強靭性を確保していくこ
とが重要である． 

４　計画の策定と実施において多様な利害，状況，社会
文化的背景及びその期待するところを認識すること
は，意思決定の過程で重要である．地域社会や環境
に対する住民の視野や地域固有の活動及び伝統的
知識は，既存の適応策として常に利用されてきたわ
けではない．既存の活動にそのような知識を取り込
むことで，適応策の効果が向上する．

５　意思決定の種類や決定に至る過程，また主体者が多
岐にわたる場合には，意思決定に対する支援が最
も有効である．科学と意思決定の橋渡しを行う組織
は，気候に関する知識の発展や共有などにおいて重
要な役割を担っている．
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６　政策による直接介入や経済的なインセンティブなど
により，自発的な適応活動を促進することが可能で
ある．これには官民の資金協力や助成金，さらには
規制などによる手段が挙げられる．この場合，効率よ
く費用対効果が高くなるように計画することが重要
である．

７　計画や実施には様々な制約、例えば財源や人的資
源，組織の統合や連携にかかる制約のほか，予測さ
れる影響の不確実性，リスクに対する認識の違い，
価値観の競合，主要な適応の指導者や提唱者の不
在，そして適応の有効性をモニタリングする手段が
限られることなどから生じる制約や，研究及び観測
への制約，それらを維持する資金不足もある．これら
の制約の中で，社会的過程としての適応の複雑性を
過小評価すると、目指す適応策の結果に過剰に期待
してしまいかねないので注意が必要である．

８　不十分な予測や計画，短期的成果の過度な追求が
適応の失敗をもたらす可能性がある．不完全な適応
は，脆弱性を増大させうる．気候変動よって増大する
リスクへの短期的な対応には，将来の選択肢を制限
する場合もある．例えば，曝露した資産の保護を強
化したことによって，追加的な保護措置を取り続け
なければならなくなる，などが挙げられる．

９　世界全体で必要とされる適応と，実際に適応に利用
可能な資金にはギャップが存在する．よって、世界全
体の適応策に要する費用、財源、投資についてさら
に評価を行う必要がある．しかし，世界全体の適応
費用を算定する研究には，データ，手法，対象範囲が
不十分である．

10　適応や緩和には，コベネフィットや相乗効果，トレー
ドオフが存在する．コベネフィットを伴う行動事例
として，(i) エネルギー効率の向上とエネルギー源を
よりクリーンにすることが、健康を害し気候を変え
る大気汚染物質の排出削減につながること，(ii) 都
市の緑化や水の再利用を通じて，都市域におけるエ
ネルギーや水の消費量が削減されることなどがあげ
られる．

8.　まとめ
　今後日本においては，初めて策定された国の適応計画
を基礎として，自治体が民間や市民を巻き込んで適応計
画・実施してことが期待される．このとき，適応計画の戦
略を自治体の開発ニーズと計画に関連づけることで，「後
悔の少ない戦略（現在の気候条件下でも，将来の気候変
動シナリオ幅の下においても，正味の社会的・経済的便益
が得られること）」を選択していくことも，地域の適応計
画立案と実施の後押しとなる．
　我が国における適応への取り組みはまだスタートライ
ンに立ったばかりであるが，防災，農業，健康など，様々な
分野において国民の生活を守るための対策が講じられて
きた長い歴史に裏付けられた経験，技術，知恵を結集し，
産学官民が一丸となって取り組むことで，安心・安全な社
会の未来に進んでいくことを切に願っている．
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