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持続的かつレジリエントな道筋への移行
趣旨説明

国立研究開発法人
防災科学技術研究所

林 春男



公開講演会タイトルはどこから来たのか

「我々は、世界を持続的かつレジリエントな道筋に移行させる
ために緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段をとることを
決意している。」

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の前文

“We are determined to take the bold and transformative 
steps which are urgently needed to shift the world onto 
a sustainable and resilient path.” 

”Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” Preamble
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2015年に国連が公表した3つのアジェンダ
災害リスク
低減

仙台防災枠組

持続可能な
開発 SDGs 気候変動適応パリ協定

(COP21)

• Coherenceの実現にはレジリエンス（Resilience）が不可欠
• 相互に関連しあったリスク（Systemic Risk）の理解には科学技術が大きい役割

Coherence
（統合的達成）

3月

９月 12月
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1970年代以降災害が急増している

ET-DAT
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相互に関連しあうリスク（Systemic Risk）
地球温暖化がもたらすさまざまなリスク

http://www.jccca.org/ipcc/ar5/wg2.html

人間の
安全保障
Well-being

SDGs

水不足

インフラ停止
海面上昇

豪雨/洪水

熱波

食料不足
海洋

陸上

地球
温暖化 旱魃・砂漠化

極端気象

多様性喪失

長期影響化石燃料
大量消費

産業
革命

人口増加

都市化

民族
自決

第2次世界大戦後の急激な変化

気候変動適応 災害リスク低減



ⒸHARUO HAYASHI 20221001 6

出典：国連人口基金駐日事務所ホームページ

産業革命を契機とする人口増加
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1950年を契機にCO2の排出量も格段に増えている
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https://shizen-hatch.net/2021/11/09/population-change/

世界平均気温（年平均）の推移
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DDR, CCA, & SDGsの調和的な推進のための知の統合
-システミックリスク・グローバルリスク

災害リスク
低減

環境適応 共創の推進

物質文明の進展

自然環境保全

質の高い暮らし

水・食料・エネルギー
の確保

公平公正な社会

SDGs



ⒸHARUO HAYASHI 20221001 10

機
能

100%

時間

(事業中断）
脆弱性

災害による
被害発生

復旧時間

をもとに作成

頑丈に
Robustness

多重に
Redundancy

資源豊かに
Resourcefulness

素早く
Rapidity

回復力向上

予
防
力
向
上

災害レジリエンスの向上
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All for One, One for All
レジリエンスは個人、コミュニティ、社会という

３つのレベルで成立し、相互に関連する

コミュ
ニティ

社会

個人

対人的なつながりを持つ人々の集まり
家族・親戚・企業・地域コミュニティ・
属性コミュニティ・財産コミュニティ等
互助・共助

法制度や税によって成り立つ非人格的な存在
国家・都市・インフラストラクチャ・構造物
公助

不可分な存在としての人間
自助
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プログラム
司会進行：三枝 信子（日本学術会議第三部会員、国立研究開発法人国立環境研究所 地球システム領域 領域長）
開会挨拶：梶田 隆章（日本学術会議会長）
主催挨拶および趣旨説明：林 春男（日本学術会議連携会員、国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長）
基調講演：三村 信男（茨城大学地球・地域環境共創機構特命教授）
話題提供者

パネルディスカッション
モデレータ：小池 俊雄（日本学術会議第三部会員、国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際

センター（ICHARM）センター長、東京大学 名誉教授、政策研究大学院大学 連携教授）

閉会挨拶：森口 祐一（日本学術会議連携会員、国立研究開発法人国立環境研究所・理事、東京大学名誉教授）

環境・開発 防災・減災

市民活動 島田 幸子
（関東地方ESD活動支援センター)

澤野 次郎
（災害救援ボランティア推進委員会委員長)

行政の取組 向後昌弘
（佐倉市企画政策部長）

藤光 智香
（つくば市政策イノベーション部長）

民間企業の取組
安部 大介

（株式会社ウェザーニューズ常務
執行役員・リスク管理主責任者）

相澤 益男

（日本防災産業会議会長)

学術分野の取組 日下 博幸
（筑波大学計算科学研究センター教授）

岩波 越
（防災科学技術研究所研究主監）





気候変動への対応と

持続可能でレジリエントな社会

2023年 ２月 15日

茨城大学地球・地域環境共創機構 特命教授

三村信男

日本学術会議inつくば「持続的かつレジリエントな道筋への移行」
基調講演



講演の内容

１．IPCC第6次報告書が示す気候変動の現状認識

２．気候変動への対応と社会の将来

３．社会のレジリエンス構築に向けて

2



１ IPCC第6次報告書が示す

気候変動の現状認識

3
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2018

IPCC第5次報告書 IPCC第6次報告書

気候変動の影響 世界で激化

地球温暖化・気候変動をめぐる状況

2014

2023

2020

2015

パリ協定

気候変動
適応法

カーボンニュ
ートラル宣言

2018

温暖化対策の進展

豪雨・洪水、台風、干ばつ
高温・熱波、山火事



温暖化の将来見通し

出典：IPCCAR6 WGI報告書,2021に加筆
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増加 減少

平均気温2℃上昇の世界

洪水頻度の将来変化 1970-2000年 と2071-2100年 の比較

（IPCCAR6 WGII報告書, 
2022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）

極端気象現象の変化（強度、頻度）
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脆弱な自然環境・地域の影響リスク

• 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（社会）

• 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）
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IPCC第6次報告書が示す現状認識

１．人間の影響による温暖化には疑う余地がない

２．気候変動は、すでに幅広い影響を引き起こしている
影響リスクは脆弱な自然環境、地域で大きい

３．ほとんどの排出シナリオで2040年ころまでに1.5℃に達する可能性が高い

４．対策のポテンシャルはあるが、現状では十分ではない
【緩和策】 現在利用可能な緩和策だけで排出量を半減できる
【適応策】 適応策の多くは気候リスクへの短期的な対応にとどまる

５．近未来（～2040年）の見通しと対応の緊急性
我々は、温暖化を1.5℃／2℃以下にとどめる経路上にはない
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



２． 気候変動への対応と

地球社会の将来

10
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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

11



○ 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

12

○ パリ協定

・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

2015年・・・世界が変わり始めた年

○ 仙台防災枠組み

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



パリ協定：2050年カーボンニュートラルの道筋

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)

13

2015年
パリ協定

2℃
ｼﾅﾘｵ

1.5℃
ｼﾅﾘｵ

カーボン
ニュートラル



災害・水資源
洪水、渇水の

極端化

生態系
アマゾン熱帯雨林

生物多様性

沿岸域
水没・氾濫・浸食

島嶼国

農業
穀物生産

果樹

都市・農村
インフラ・サービス

農業収入

海洋
漁業影響

海洋酸性化・生態系

安全保障
移住

領土・領海

健康
熱中症
感染症

経済活動
人口・技術革新など

との相乗的影響

気候変動
・気温上昇
・降雨変化
・海面上昇
・気象の極端化
・CO2濃度上昇

・ 気候変動影響の特徴は、自然環境と人間社会の広い範囲に及ぶ

・ 多様な分野で適応策が必要

14

様々な分野への影響と適応策
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流域治水ー防災＋減災＋地域計画

流域全体で、全ての関係者が
取り組む

River Basin Disaster Resilience and Sustainability by All
（出典 国交省資料）
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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



被害軽減には緩和＋適応が必要

17

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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 気候変動対策の2つの意味：影響リスク対策と開発のあり方の転換

 気候変動にレジリエントな開発によって、気候、生態系、人間社会の関係を
健全で持続可能なものに変えることが必要

気候変動にレジリエントで持続可能な社会
Climate Resilient Development

気 候 生態系

社 会

保全・
保護

生態系
サービス

排出
削減

安定し
た気候

気象災害
影響

生物多様性喪失
サービス劣化

GHG排出
化石燃料
依存

非持続的
開発

生物圏影響 物質循環変化



３．社会のレジリエンス構築に向けて

19



緩和策と適応策の相補的な関係

レジリエンス
（適応能力）

影響
リスク

過去 現在 将来

災害外力

適応策

緩和策

・人間社会と環境が適応できる範囲に気候変動を抑制すること
→パリ協定の2℃目標、1.5℃目標

20

（九州大学 小松名誉教授資料を改編）



気候変動／防災における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・復興

情報提供

インフラ施設・防災基盤
• 生態系活用
• 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

住民の意識・参加

 「気候変動にレジリエントな社会」とは社会の総合力の構築
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レジリエンス構築に向けた課題

２ 自然を活用した解決策 （Nature-based solution）

• 気候変動対策、防災対策における生態系サービスの活用

生態系を活用した適応策 （Ecosystem-based adaptation）

生態系を活用した防災・減災 （Eco-DRR）

• 生態系・生物多様性の保全 ー IPBES、生物多様性条約 30×30目標

１ レジリエンスの構築をより良い社会に活かす

• 【目標】 気候変動：気候変動にレジリエントな開発

防災：Build Back Better
• 【統合的アプローチ】

横断的な政策、分野間の協力、官民学金など幅広い連携

Horizontal integration／Vertical integration

３ 誰もが参加する包摂的アプローチ

• 災害弱者、脆弱な人々への配慮

• 多様性、ジェンダー、公平、公正な視点で誰もが参加するアプローチ



 環境分野と防災分野は、多くの目標を共有している。両者の一層の連
携強化が重要

 人文・社会科学を含む広い分野との連携

 研究コミュニティと社会のさらなる協働の推進

 統合的な解決策やその方法に関する研究の推進

レジリエンス構築に向けた研究コミュニティの役割

23（IPCCAR6 WGII報告書,2022）



ご清聴有り難うございました。

24



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

25

気候変動リスクに関する３つの要因

（IPCCAR5 WGII報告書,2014に加筆）

参考１



レジリエンス概念の整理

能⼒ 例
① 回復⼒

影響からの復元
被害の軽減

・災害：復旧・復興、減災対策
・⽔域⽣態系：⾃浄作⽤
・パンデミック：保健・医療システム

② 強靭性
影響の予防・防⽌

・災害：気象予測、防災施設（堤防など）
・パンデミック：ワクチン、研究

➂ 変⾰⼒（Transformation)
影響対応を新しい変化
に結び付ける能⼒

・災害：Built Back Better
・パンデミック：Green Recovery
・気候変動：Climate Resilient Development

基盤的⼒ ・地域社会の基礎⼒：地域経済、社会イン
フラ、⾏政・政治システム、コミュニティ、
技術、⼈材・教育

レジリエンスは、外⼒や外的ショックが作⽤
した時の、あるシステムの対応⼒をさす。レ
ジリエンスの定義（概念）には、分野や⽂脈
によっていろいろなものがあるので、それら
の整理と共通認識の確⽴が必要ではないか。

新しい安定
状態

①
②

➂

現在

外力

参考２



27

現在

持続可能
レジリエ
ント社会

非持続
可能社会

将来に向かう経路と選択

（IPCCAR6 WGII
報告書,2022）

• 未来に向かう経路は様々である。IPCC AR6は、持続可能でレジリエントに向か
う経路が現在と近未来の賢い意思決定に依存していることを示した。

参考３





令和4年度ESD学び合いプロジェクト

気候変動による影響と対策に関する
学びと実践

令和５年２月15日

関東地方ESD活動支援センター（関東ESDセンター）
関東地方環境パートナーシップオフィス（関東EPO）

一般社団法人環境パートナーシップ会議

島田幸子

「日本学術会議inつくば」公開講演会



「持続可能な開発のための教育（ESD）」は、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保できるよ

う、気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大等、人類の開発活動に起因する現代社会にお

ける様々な問題を、各人が自らの問題として主体的に捉え、身近なところから取り組むことで、それらの

問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたらし、もって持続可能な社会を実現していく

ことを目指して行う学習・教育活動である。【ESD国内実施計画より】

Development ∼開発･発展

Education for∼のための教育

Sustainable ∼持続可能な

持続可能な開発のための教育

ESDとは？

ESDは、国連機関のユネスコでSDGs達成のため
の教育として位置づけられており、日本国内に於
いても、同様の位置づけになっています。

日本が提案して国連で採択され、世界中で取り組まれています



設置者

とは？

【関東ESDセンターの役割】
① ESD活動を支援する
情報共有機能

② 現場のニーズを反映した
ESD活動の 支援機能

③ ESD活動のネットワークの
形成機能

④ 人材育成機能



課題意識

学んで欲しい
内容

獲得して欲し
いスキル

実際に自分達が住んでいる地域の「地理的特性の理解」と
災害時の「避難所開設」

全体目標 気候変動、災害に対し、自律的に行動できる人材の育成

「気候変動による影響と対策に関する、学びと実践」

「気候変動教育」は地球規模課題であり、
「自分ごと」として捉えにくい

地球温暖化適応策と水害対策

中学生に関心を持ってもらうには、
「身近なテーマ」と結びつけることが重要では？



実施体制

ワーキンググループ
（WG）学び合いプロジェクトの内容
を検討するチーム

・プログラムの企画策定・評価
・講師

プロジェクトメンバー

年間を通じて、
イベントに参加する
メンバー
（原則、オンライン参加）

希望者は誰でも全国から
参加可能。
一般、学校を想定

プログラム参加者
流山市東部中学校

生徒さん

限定公開

ESDプログラム
実施

オンラインフォーラム
（令和5年１月25日）

動画



ワーキンググループ（★）、講師（★）

行政 ★流山市教育委員会 学校教育部 指導課：指導主事 割貝誠一氏
★流山市役所 市民生活部 防災危機管理課：

係長 高橋正臣氏、主事 伊波美の里氏

学校 ★流山市立東部中学校：教務主任 石井勝巳氏

地域 ★流山防災まちづくりプロジェクト：代表 矢口輝美氏
★流山市東部公民館：館長 若松 文氏

専門家
(地理・歴史・防災)

★流山市博物館（縄文海進・貝塚） ※講師

専門家(気候教育) ★国立環境研究所 気候変動適応センター(CCCA) ：
副センター長 吉川圭子氏

専門家（ESD） ★高田 研氏（都留文科大学 社会学部、関東ESDC企画運営委員長）
★二ノ宮リムさち氏(東海大学,スチューデントアチーブメントセンター,准教授)



令和4年度 ESD2030学び合いプロジェクト（関東）

～気候変動による影響と対策に関する、学びと実践～

身近な地域に潜む、水害リスクのある場
所と、その理由を理解し、防災リテラシー
の必要性を理解する。

気候変動による、水害リスクの増大
について理解する。

ハザードマップについて
（講師：流山市役所

防災危機管理課）
洪水ハザードマップの解説
をしていただき、市内で水害
リスクが高い場所、避難場所
がどこかを理解する。

地域の地形の成り立ちを知る
（講師：流山市立博物館 学芸係長）

探究：自分の興味のある
テーマで深掘りする

関心を持ったテーマにつ
いて探究することで、地域
の防災リスクを「自分ごと
化」する。

夏季課題

避難所開設訓練
流山の災害リスクを
理解し、その上で、
発災時にできること
を、リアリティを持っ
て体験する。

発表する
自分が一連の学習を通じて学んだこ
とを発表することで、学習内容が腑に
落ちる。

↑↓吉川副センター長講演資料
出典）A-PLATイラスト素材集

地球規模課題：気候変動
地域固有の具体的な防災上の危険個所
と、その理由を理解する講師：

国立環境研究所
気候変動適応センター
(CCCA) 副センター長

約6,000年前は年平
均で今より1～2℃気温
が高く、海面が今より2
～4m高かった

縄文の遺跡は、水没し
ない場所に分伏して
いる。

地域課題：防災

これらの外部講師による講座や、体験、探究を通じて、気候変動の影響、地域の地形と危
険な場所、避難所の運営などについて理解し、自ら考え行動できる人材を育成したい。



「気候変動の影響と適応」を考える

地球規模課題である、気候変動について学ん
だ。「地球温暖化の進行により雨の降り方が極
端化」することにより、各地で洪水などリスクが
高まり、長期的には海面上昇の問題もある。
気候変動には、「緩和策」と「適応策」があり、
今回は特に適応策について、水害リスクが増大
することと対策の必要性への理解を深めた。

実施⽇ 令和4年6⽉30⽇（⽊）
対象 流⼭市⽴東部中学校1〜3年⽣（約550名）

講師 国⽴環境研究所 気候変動適応センター 副センター⻑ 吉川圭⼦⽒
「気候変動への対応を考える」

第１回



9

グラフ出典）IPCC AR6 WGI政策決定者向け報告書 （注釈はCCCAで付記）
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_SPM_Basic_Slide_Deck_Figures.pdf

既に＋1℃

＋４℃
温暖化対策を
しなかった場合

＋２℃以下
厳しい温暖化対策
をした場合

１．「気候変動の影響と適応」を考える

吉川氏講演資料より



１．「気候変動の影響と適応」を考える 10

地球温暖化の進行で雨の降り方が極端化
すると…

図の出典）A-PLATイラスト素材集
吉川氏講演資料より



11

１．「気候変動の影響と適応」を考える

図の出典）A-PLATイラスト素材集 吉川氏講演資料より



１．「気候変動の影響と適応」を考える
温暖化で、海はどうなる？

12

海⾯⽔位︓これまでの観測値と、将来の予測

世界の平均海面水位
（1986-2005年比）

対策を取らない場合、
2300年までに海面
が15m以上上昇する
可能性も否定できない、
と予測
（IPCC,2021）

図の出典）IPCC海洋・雪氷圏報告書（SROCC）政策決定者向け要約（2019.9） 吉川氏講演資料より



私たちのまちの防災
地域の水害対策を行う上で、地域の土地の
特徴を理解する必要があります。縄文時代は
今より温暖で、流山市の西側は海面上昇によ
り東京湾が入り込んでいました。縄文時代の
遺跡は水没しない場所にありました。
現代においても、かつて海で河川に近い場所
は、水害リスクの高い場所となります。ハザー
ドマップの見方と災害時の対応について学び、
自らの行動について考えました。

第２回

実施⽇ 令和4年7⽉8⽇（⾦）
対象 流⼭市⽴東部中学校1年⽣（約150名）

講師

・流⼭市⽴博物館 学芸係⻑ ⼩川勝和⽒
（当⽇発表︓主任学芸員 宮川博司⽒）

「流⼭市の地形の成り⽴ち」
配布資料「流⼭市遺跡全体図」
・流⼭市役所 市⺠⽣活部 防災危機管理課 係⻑ ⾼橋正⾂⽒

主事 伊波美の⾥⽒
配布資料「流⼭市ハザードマップ」



第２回 私たちのまちの防災

流山市立博物館
「流山市の地形の成り立ち」



約6,000年前の縄文時代には年平均で今より1～2℃気温が高く、
海面が今より2～4m高かった（縄文海進）

葛飾区史HPより引⽤、抜粋
https://www.city.katsushika.lg.jp/history/history/1-2-2-26-1.html

２：「私たちのまちの防災」：「流山市の地形の成り立ち」流山市立博物館



縄文時代の
流山市の海岸線と遺跡
の位置関係

流山市立博物館

縄文遺跡は、貝の採取に
都合の良い、当時の海岸
線そばに立地。



第２回 私たちのまちの防災

流山市役所
市民生活部 防災危機管理課



２：「私たちのまちの防災」：「ハザードマップについて」

・ハザードマップの見方
・具体的に危険な場所の確認
・避難所の場所の確認
・東部中周辺は比較的安全だが

他地区から避難者が来る
・流山市では災害対応にジェンダー

の視点が必要な事から、
近年では女性職員を配置

←全員に配布



２：「私たちのまちの防災」：「ハザードマップについて」

縄文時代に海だった場所と現代のハザードマップの水没危険個所は、基本的に一致する



夏季自由研究で、「気候変動」、「防災」などを、多数の生徒が取り組んだ。



避難所開設訓練

第３回

実施日 令和4年11月11日（金）

対象
流山市立東部中学校1年生（約150名）
地域住民（自治会）

講師 ・流山防災まちづくりプロジェクト 代表 矢口輝美氏



３：避難所開設訓練

各クラス代表の生徒には、早く集まっ
てもらい、避難所開設、誘導（妊婦、高
齢者などサポートが必要な方）、
NBMPの指導を受け、実際に運営の
サポートをしてもらった。

コロナ前には、地元自治会も参加して避難
訓練が行われていたが、コロナで中断。先生、
生徒とも当時を知る人は少なくなってしま
い、学校と町内会の連携が薄れることが危
惧されていた。今回、３年ぶりに再開できた。
今回、自治会の方々には、避難者の役割を
担って頂いた。



３：避難所開設訓練（避難所の設備解説・体験）

簡易トイレ 更衣室・授乳室

段ボール
ベッド

防災グッズ

プライベート
ルーム



３：避難所開設訓練 命を守る防災教育レクチャー

・東日本大震災の際の状況・課題
・避難所は生活の場

地域や行政の防災の担当者は男性が多く、ジェン
ダーや弱者に関する配慮が足りていない事例も

ジェンダーや、要配慮の方など、様々な立場の人
が安全で快適に過ごせるような工夫が必要
男女共同参画の視点からの災害対応取組強化

NBMPスタッフで、ドッグトレーナー
の方から「ペットの避難」について



中学⽣による避難所運営と「⽣きる⼒」向上プロジェクト

地域にとって中学⽣とは︖
・地元にいる可能性が⾼い
・地域の事を良く知っている
・知⼒・体⼒がある

⾼校⽣〜会社員
・地元にいない可能性が⾼い

お年寄り
・地元にいる可能性が⾼い
・地域の事を良く知っている
・体⼒はない

トレーニング次第で、地域防災の
有⼒な担い⼿となり得る

避難所開設
トレーニングの実施

災害発⽣時に
中学校の避難所開設

・単なる「学習」ではなく、リアルな役割を与えることで、⾃分ゴト化
・勉強が出来ない⼦にも、輝けるチャンスを与えることで、
様々な特性の⼦どもの⾃⼰肯定感の向上
・⾃律的に災害リスクに関して考えるスキルを⾝に着ける
・将来域外に越しても、どこでも使える「⼀⽣モノ」のスキルが⾝につく。
・リアルな体験を通じて、学習意欲の向上につなげる。

中学⽣の「⽣きる⼒」の向上（教育的効果）
・災害のメカニズムを知る
・避難所開設スキル
・サバイバルスキル（炊き出し、防寒等）
・弱者への対応スキル

・仕事や学校で地域外にいる事の多い⼤⼈に代わり、災害時の
担い⼿の数を増やせる
・防災訓練を通じて、顔の⾒える関係を作ることで、地域の
レジリエンスの向上

地域にとってのメリット

11.5
2030年までに、貧困
層及び脆弱な⽴場にあ
る⼈々の保護に焦点を
あてながら、⽔関連災

害などの災害による死者や被災者数を
⼤幅に削減し、世界の国内総⽣産⽐
で直接的経済損失を⼤幅に減らす。

SDGsの11.5を中⼼とした
様々な項⽬の理解促進、
課題解決の実践につながる

⾏政からの指⽰を待つだけでなく、⾃律的に防災リスクを判断し、
⾃律的に⾏動できる⼒をつける事が最終⽬標

＜参考＞流⼭の防災まちづくりを進める団体から相談のあった取組



課題
各地に必要資源は揃っているもの

の、他地域で展開するには、どこかが予算、
労力を投入する必要があるが、どこがや
るか？ 防災NPOへの予算措置も課題

成果
参加生徒、教員、オンライン

フォーラム参加者からのアンケートで
は、３つを統合することで、興味を引
き付け、分かり易いとの評価を得た

気づき
ESDで重要とされ

ている、「体験」、「外部連携」、
「自分ごと化」はやはり大切だ
と再認識した



市民は災害といかに向き合ってきたか

災害救援ボランティア推進委員会

委員長 澤野 次郎

～２０３０年代に求められる
ボランティア活動とは～



団体の紹介

 設立 1995年7月
 役員 会長 香山充弘

 委員長 澤野次郎

 目的 災害ボランティアリーダー（ＳＬ）養成

 ボランティア活動支援

 ＨＰ https://www.saigai.or.jp/

https://www.saigai.or.jp/


設立の目的は

 阪神・淡路大震災の教訓から

 次の大地震が想定される首都圏において

 災害ボランティアリーダーを養成し、

 地域にボランティアネットワークを構築し、

 災害の被害軽減と被害を回復すること。



活動の現状

 首都圏を中心に講座を開催

 養成リーダー数 約1万5千人

 結成されたネットワーク

 公益社団法人SL災害ボランティアネット
ワーク（首都圏中心）

 大学（首都圏）個別のボランティア組織

 JBUパワーバンク（全国組織）



ボランティア活動の必要性

 日本では、大規模な自然災害が突発的
に発生する。

 甚大な被害の量に伴い、被災地域では
後片付け等の作業で大量の人手が必
要とされた。

 このニーズに応えるためにボランティア
活動が生まれ、社会に定着してきた。



災害対策基本法が認めた役割

 災害対策基本法第５条の３

 平成24年改正

 国及び地方公共団体は、ボランティアに
よる防災活動が災害時において果たす
役割の重要性に鑑み、その自主性を尊
重しつつ、ボランティアとの連携に努め
なければならない。



2030年代に向けて想定されること



今後の地震想定（発生確率）

 国の命運を左右

首都直下地震

大阪・名古屋等

南海トラフ巨大地震

約70％

約90％

今後30年間

今後40年間



大地震（国難級）対策に加えて



2030年代の気候変動想定

 【地球温暖化・気候変動】

 風水害の激甚化

 【懸念される新たな大規模被害】

 大都市大水害（首都圏大水害等）

 熱波（異常高温）による健康被害



気候変動×防災（2020年6月）

 気候変動適応法制定により、気候変動対策
と防災対策の共同が始まった。

 内閣府（防災担当）と環境省の「気候変動×
防災」に関する共同メッセージ

 （2020年6月30日）



熱波による健康被害が増加

地球温暖化の加速のもとで



気候変動適応策の主な分野

 農業・林業・水産業

 水環境・水資源

 自然災害・沿岸域

 健康（暑熱環境）

 産業・経済活動

 国民生活・都市生活



熱波対策は、健康・環境分野

 熱波対策は、日本では暑熱環境による健康
への影響として区分され、熱中症対策として
取り組まれている。

 暑熱環境という点では、環境分野である。

 熱中症という点では、健康分野である。



熱波被害は災害ではないのか

 気候変動の影響により熱波が頻発する。

 気象庁は「災害級の暑さ」（2018）と表現
している。しかし、熱波を災害の項目に含
めて説明していない。

 災害対策基本法では熱波を災害の原因
として明記していない。

 災害の定義に大規模健康被害を加える
べきではないか。



災害ボランティア活動の視点から

 風水害は主に夏期に発生する。

 風水害の被災地活動の経験から、活動時の
熱中症対策が不可欠なことを学んできた。

 夏期被災地において熱中症対策が不可欠。

 体育館避難所に冷房設備がない。

 停電等により冷房が稼働しない状況。

 避難所に冷房設備は不可欠。



２つの対策はどこで結びつくのか

 風水害対策  地球温暖化対策

災害ボランティア活動
温室効果ガス排出

削減活動

自然が要因 人為的な環境負荷が要因



２つの分野の統合的推進

防災・減災分野 環境・開発分野

風水害の激甚化
に対応する活動

大地震災害に
対応する活動

熱中症対策
活動

災害ボランティア活動

温室効果ガス
排出削減の活動



熱波対策での統合的推進が必要
なのではないか



適応法改正で対策強化へ

 気候変動適応法（改正） 通常国会

 「熱中症対策行動計画」を法定の閣議
決定に格上げ

 熱中症特別警戒アラート新設

 クーリングシェルター（冷房避難所）指定



気候変動編講座開始（4月以後）

 本会は、地球温暖化・気候変動を受けて現行
の災害ボランティア講座（震災編）に加えて、
新講座（気候変動編）を4月から開講する予定
である。

 この講座と災害ボランティア活動で防災・減災
活動と環境・開発活動での協働により、統合を
進めていく方針である。



佐倉市における
環境施策に係る取組とその活用

千葉県佐倉市企画政策部長 向後 昌弘



佐倉市の概況

人口；171,460人（令和４年末）
面積；103.69㎢

うち市街化調整区域 79.35㎢ 40km



昭和29

3.5万人

令和4

17.1万人

人口の推移

43 63



佐倉市の概況



環境施策に積極的に取り組んできた背景

COD
10

1位
5位

•印旛沼（西印旛沼）の存在
水質 全国ワースト5の常連

水質順位（ワースト）

昭和50 令和2

mg/ℓ



環境施策に係る代表的な取組
•印旛沼などの水質保全対策

•環境現況調査
昭和52～53年度 河川の生物調査
平成４～ 6年度 水辺の生物生息調査
平成７～11年度 自然環境調査

水質汚濁防止法に基づく
生活排水対策推進計画の策定

高度処理合併浄化槽の
設置に対する独自助成を開始

H6.3 H9年度～



no. 調査名称 調査年度 発展事業等
1 河川の生物調査 昭和52～53年
2 水辺の生物生息調査 平成４～６年

「ホタルの里づくり」事業基礎調査 平成６～７年 城址公園における
ビオトープ創出事業

加賀清水公園における湧水保全基礎調査等 平成７～14年 涵養域における
雨水浸透桝設置補助事業

3 平成７～11年
貴重種調査 平成12～13年

湧水モニタリング調査 平成13～14年 谷津環境保全指針策定業務

西御門環境保全ゾーン自然環境調査 平成16～27年

環境現況調査等一覧

自然環境調査



調査の担い手として
市民ボランティア調査員を育成

佐倉市自然環境調査（1996～2000）

•実施にあたっての課題

1．市内全域を調査するためのマンパワーの確保

調査団を結成県立中央博物館職員
地域で活動する研究者

2．経年調査のための体制の確立



環境現況調査を活用した取組

1．開発行為等に対する指導・助言の基礎資料

2．環境教育・学習への活用 ⇒ ビデオ等の制作・配布

3．谷津田環境の保全 ⇒ 畔田谷津保全事業

4．雨水の地下水かん養促進 ⇒ 環境保全条例に位置付け
⇒ 加賀清水流域での浸透マス設置









環境施策と治水対策

•佐倉市における水害

印旛沼流域最下流の自治体 洪水調整機能強化が課題

令和元年の大雨被害

激甚災害への対応 気候変動適応センターの設置検討







今後の課題

•環境施策の継続的な実施

3つの連携

1．施策連携

2．広域連携

3．多様な主体との連携

持続的かつ
レジリエントな道筋

への移行

⇒ 予算の確保が課題







田んぼダムのイメージ

田んぼダムなし
通常時

田んぼダムあり
雨天時

排水路 排水路

排水用の口のある塩ビ
管を既存の立ち上げ管の
上に取り付けることで、
大雨等降った際には、通
常より10cm程度高い水
位が確保できる。田んぼ

田んぼ
１０ｃｍ程度

雨天時において、通常より１０ｃｍ程度水位が上昇することで、10cm×田んぼの
面積分（30ha）容積としては、30,000m3（約３万トン）が一時的に貯水できる。
なお、畔が痩せていたり、水稲の生育に影響があるほ場には実施しない。



ご清聴ありがとうございました。



研究者の皆さんへ

佐倉市には
豊かな歴史・自然・文化があります
人を育む環境があります

是非、
研究フィールドとしてご活用ください
オール佐倉で歓迎いたします

佐倉市長 西田三十五



つくば市

政策イノベーション部長 藤光 智香

つくば市が目指す「まるごと未来都市」

ーつくばスーパーサイエンスシティ構想ー
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75歳以上

65～74歳

15～64歳

0～14歳

国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口では、生産年齢人
口（15〜64歳）と年少人口（0〜14歳）は、徐々に減少傾向にある。

つくば市の課題：生産年齢人口の減少・周辺地区の高齢化

1
区分別人口の将来推移 出典：つくば市未来構想（2020年３月策定）



研究学園都市建設から約５０年経過、市内のインフラが老朽化

2

つくば市の課題：インフラの老朽化



最先端の技術を都市空間で科学するリビングラボの実績

3

救急車映像伝送



社会全体が一人ひとりを包み込み、支え合う「誰一人取り残さない」SDGsの精神の下で、
世界最高峰の科学技術を結集し、デジタル、ロボティクス等の
最先端技術の社会実装と都市機能の最適化を進めていく。

これにより、住民参加を基盤とし、住民と住民、住民と行政のつながりを深化しつつ、
出口の見えない社会課題の克服や革新的な暮らしやすさを実現する住民中心のスーパーシティを目指す。

デジタル
インフラ整備

マイナンバー・マイナンバーカード利用拡
大、高齢者向けスマホ・タブレット配布、
スマホアドバイザー配置

研究成果の
社会実装と
エコシステム

つくばの研究機関（約150機関）から
生み出される研究成果を、実証実験
を経て社会実装

広範かつ大胆な
規制・制度改革

公職選挙法、住民基本台帳法、道
路構造令、道路交通法、道路運送
法、薬機法、行政機関個人情報保
護法、WTO政府調達協定等

民間事業者等の
コミットメント

つくばスマートシティ協議会（産学公
47機関加盟）と連携、データ連携基
盤の構築

住民等の
意向の把握

住民投票、市長キャラバン、オープ
ンハウス、有識者会議、パブリックコメン
ト、住民ワークショップ等

住民等の
個人情報の
適切な取扱い

つくば市個人情報保護条例等、職員
データ利活用研修、市独自の倫理原
則

先端的サービスの実装実装に向けた取組

行政
先端的行政サービス（つくばトラスト）
①インターネット投票、②多言語ポータルアプリ、
③行政手続DX、④行政ビッグデータの活用

移動
先端的移動サービス（つくばモビリティ）
①周辺部コミュニティ・モビリティの導入、②中心部複
合MaaSの導入

物流
先端的物流サービス（つくばポーター）
①自動配送ロボットやドローン等による買物の利便
性向上、②移動スーパーの高度化

医療・
介護

先端的医療・介護サービス（つくばヘルスケア）
①医療情報や生活習慣情報活用による健康寿
命延伸、②救急医療高度化、③医薬・介護・服
薬の連携、④個人への健康関連データの還元

防犯・
防災・
インフラ

先端的防犯・防災・インフラサービス（つくばレジリ
エンス）
①インフラ・エネルギーマネジメント、②避難所・被
災状況の可視化、③地域防犯情報ネットワーク

目指す社会

つくば市 「つくばスーパーサイエンスシティ構想」の概要

つくばスーパーサイエンスシティ構想
〜科学で新たな選択肢を、人々に多様な幸せを〜

全体統括者（アーキテクト）
筑波大学 鈴木健嗣教授

市長
五十嵐立青

① 移動の自由と健康な自立を人々へ提供し、
安心して暮らせるために都市と郊外の二極化
を是正する。

② 人生の各段階を支える行政サービスを人々へ
提供し、信頼ある行政が支える多文化共生
の社会を実現する。

③ 安全で持続可能な都市空間を人々へ提供し、
活力ある都市力を向上させる。

4



つくば市 「つくばスーパーサイエンスシティ構想」の概要

「移動・物流」 「行政」 「医療」 「防災・インフラ・防犯」「デジタルツイン・まちづくり」「オープンハブ」の６つの分野で先端的サービスを
実装。

行政移動 ・ 物流 医療

デジタルツイン・まちづくり防災・インフラ・防犯 オープンハブ

● パーソナルモビリティ・

ロボットの本格導入

● ロボット・ドローンに

よる荷物の自動配送

● インターネット投票

● 外国人向け多言語

ポータルアプリ

● 災害時要支援者の

迅速な避難誘導と

医療連携

● 先駆的な３Ｄデジ

タル基盤の構築と

サービス提供

● 外国人創業活動支援

● イノベーション推進の

ための国立大学法人

の土地建物の貸付

● 調達手続の簡素化

● マイナンバーなど

を活用したデータ

連携による健康・

医療サービス

（関係法令）
道路交通法、
道路運送法 等

（関係法令）
公職選挙法 等

（関係法令）
マイナンバー 等

（関係法令）
道路法 等

（関係法令）
都市計画法
建築基準法 等

（関係法令）
出入国管理法
国立大学法人法 等 5



ロボット等の最高速度引き上げ等の一連の規制改革により期待される効果先端的サービスの概要

移動分野～つくばモビリティ：必要なとき、必要な場所へあらゆる移動手段を

ロボット等の最高速度引き上げ等の一連の規制改革により期待される効果

6



先端的サービスの概要

➢ 最新情報を分かりやすく提供
➢ 属性や希望に応じたコンテンツ
表示

➢ あなた向けの大事なお知らせ、
お得な情報をプッシュ通知

➢ 簡単な操作で手軽に申請

※イメージ画像

行政内部
データ

➢ データに基づき、より分かりやすいUX/UIによって、行政情報を
いつでもどこでも誰でも使いやすく

➢ 住民が参加するアイデア
ソンなどへ豊富な｢行政
ビッグデータ｣提供すること
によって、データ分析や可
視化を自ら行うことで、
住民にはナッジが働き、
｢地域共生社会｣や
｢SDGs｣への取り組みを
促進

⚫ オープンデータなどの充実
⚫ データ連携基盤を通じ民間への活用促進
⚫ 住民主体のまちづくりへの活用
⚫ Civic Tech
⚫ DIYまちづくり

➢ 投票における時間的、距離的負担を大きく軽
減でき、移動が困難な人・忙しい人でも投票
可能となることで、投票率向上が期待

➢ 接触の機会が減り、感染症リスクが低減
➢ 投票所受付を最小化、投票結果集計が迅速
化でき、職員の負担軽減とコストの削減

➢ 住民の声などを分析し、
制度の隙間問題や
データ分析のバイアス
等を検証し、的確な
EBPMを推進

④行政ビッグデータ活用

①インターネット投票

窓口
各種申請

観光
イベント

移動
(MaaS)

医療
福祉

防災

ごみ 図書館 各種相談教育・
子育て

②多言語ポータルアプリ ③行政手続DX

※イメージ画像

➢ 住民ニーズに合った行政手
続を提供

➢ 多様な行政サービスを分か
りやすくナビゲーション、「書
かない・待たない・行かな
い」を実現

➢ 何度も同じ内容を書くこと
なく手続を効率化

➢ 緊急時にも外
国語で迅速に
情報提供

行政分野～つくばトラスト：データ駆動型の地域共生社会を

7



先端的サービスの概要

防災・インフラ・防犯分野～つくばレジリエンス：安全で持続可能な都市空間を

①避難所・被災状況の可視化 ②インフラ・マネージメント

③地域防犯情報ネットワーク

➢ 避難場所や災害状
況の見える化

避難所等の見える化

被災状況の共有

➢ 住民や職員が市の災害
対策本部に被害状況を
共有

住民とつくる災害に強いまち
を

住民みんなで見守り安心で安全なまち
を

住民

学校 市職員

保護者 ➢ 不審者情報等をデ
ジタルツイン・地図
上に表示・共有し、
見守り力を強化

➢ アプリで通知するこ
とで犯罪リスクを軽
減

➢ 避難所での必要
な医療の継続

安全で持続可能な都市空間を

データ連携基盤

気象データ
人流データ

公共施設
関係情報

センサー情報

SIBによる予防保全
（長寿命化）

公共施設包括管理による

効率化・高度化

交通流データ
その他データ

➢ インフラ維持
管理に関す
るトータルコ
ストの縮減

成果連動型
民間委託契
約方式

© 国土地理院

デ
ー
タ

連
携
基
盤

データ仲介
(パーソナル

データ)

データ仲介
(シェアード

データ)

ト
ラ
ス
ト

サ
ー
ビ
ス

共通ID管理(つくパス)

個人認証・
個人同意制御・

ID連携

マイナンバー
カードと連携

災害情報
・災害関連情報
・市内状況（セ
ンサ等） 他

住民

データ連携のイメージ

自治体保有情報
・住民票等情報
・家族構成（要支援
者の存在など） 他

消防団・防災ボランティ
ア・関係機関等

避難所情報
・避難所開設状況
・避難者数 ・医療・補給ボ
ランティア情報 他

共通ID・パーソナル
データ開示同意確認
・顔認証(含む同意確
認)

健康情報等
医療の継続

医療ボランティア

要支援者の
避難支援

災害情報、
避難所情報、
ボランティア情報等
の一元配信

（つくば市） （つくば市）

（つくば市）

健康・介護情報
・生活習慣データ
・ACP
・かかりつけ医
・要介護/要支援度

及びその内容
・緊急連絡先 他

（サービス利用
者）

服薬情報
・処方薬 他

医療情報
・診療情報 他

（医療機関・薬局）

患者向け
パーソナル

DB
薬局用

パーソナル
DB 要支援者DB

ヘルスケアDB
災害対応DB

避難所DB

データ連携サービス

医療の継続
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市域に率先した公共施設の脱炭素化

低炭素なまちづくりの推進

▲【新たな公共施設の低炭素化】
（つくば市役所コミュニティ棟 ※ZEB Ready）

▲【低炭素モデル街区の認定】
（ZEH以上の建築物のまち）

低炭素なモビリティの普及促進

持続可能なライフスタイルの推進

▲【シェアサイクル「つくチャリ」】
（シェアサイクル実証事業）

▲【移動式水素ステーション】
（茨城県・JX共同事業）

▲【ダンボ－ルコンポストの推進】

つ く ば 市

宅 配 ボ ッ ク ス

設 置 事 業 補 助 金

▲【宅配便再配達の抑制】
（宅配ボックス設置補助）

持続可能な社会の実現 つくば市の代表的な取組

9
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温暖化リスク適応における
気象・気候サービスの役割

日本学術会議 in つくば

Copyright©Weathernews Inc.

安部 大介

株式会社ウェザーニューズ
常務執行役員
サービス統括主責任者



ウェザーニューズ（WNI）の原点

「船乗りの命を守りたい」
1970年1月
福島県小名浜で起きた海難事故
爆弾低気圧で15名の命が奪われる

Copyright©Weathernews Inc.
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3

創業
上場市場
本社
代表者
資本⾦
連結売上⾼
社員数
拠点数

＜運営拠点＞1986年6⽉
東証プライム（4825)
千葉市美浜区
草開 千仁
17億6百万円
19,650百万円（2022/5）
1,120名（2022年5⽉現在）
21カ国32拠点
（国内10拠点、運営7拠点）

会社概要



44市場に展開するサービス

４４分野にサービスを実施



・主に島嶼国、途上国では世界の 3 人に 1 人、アフリカでは10 人に 6 人が
早期警報システムにアクセスできない。

・推定 33 億から 36 億の人々が、気候変動の影響を非常に受けやすい。

・過去 50 年間、気象、気候、水関連の災害で115 人/日の命が奪われ、毎日
2 億 200万米ドルの損失が発生している。

・記録された災害の数は、気候変動と異常気象の増加により5 倍に増加。

・失われた命の数は、より良い天気予報と積極的かつ調整された災害管理に

より、過去 50 年間でほぼ 3 分の 1 に減少。

・地球上のすべての人が 5 年以内に早期警報シス
テムによって確実に保護されるようにする。

・危険な天候や気候 (洪水、暴風雨、熱波) が近づ
いていることを知らせ、影響を最小限に抑える
ために行動する方法を人々に知らせる統合シス
テム

早期警戒システム

WMOが国連総会で「今後５年間で地球上の全ての人を対象にした早期警戒システムの導入計画」を提示

気候変動適応に対する国際的な流れ

※WMO：世界気象機関（World Meteorological Organization)



気候変動適応に対する国際的な流れ

気候変動適応は、世界における喫緊の課題

先進国）途上国に対する適応資金支援を2025年までに2019年比で
少なくとも倍増

日本 ）2025年までの5年間で適応分野での支援を倍増し、
官民合わせて約148億ドルの適応支援を含めた支援。

COP26にて

適応に関する２年間の作業内容である「世界全体の適応目標に
関するグラスゴー、シャルム・エル・シェイク作業計画」の進
捗確認など。

昨年COP27にて



全体 ）ロス＆ダメージに関して、基金を設置することで合意
日本 ）「日本政府の気候変動の悪影響に伴う損失及び損害（ロス＆ダメージ）

支援パッケージ」を公表

昨年COP27にて

適応緩和
ロス
＆

ダメー
ジ

ロス＆ダメージ：
気候変動の悪影響に伴う損失及び損害のこと。
一般的に、気候変動への適応策を実施しても、なお生じる損失および損害。
洪水や土砂災害等の気象災害による被害などが典型例。
⇒ 民間気象サービスは気候変動「適応」の有効な取り組みの一つ

気候変動適応に対する国際的な流れ



▶環境運航によるCO2削減

Optimum Ship Routing (OSR)による
の最適航路選定

▶商品の最適発注によるフードロスの最小化
流通業界における需要・供給のバランスの
最適化サービスの提供

▶サポーターと共に作る天気予報
気象リテラシー向上に伴う
社会の災害に対するレジリエンスの向上

温暖化に対するサービス

Copyright©Weathernews Inc.



気象業務法 (1952)により規定
1993年：気象業務法一部改正
- 気象予報の自由化

- 気象データの開放

- 気象予報士制度

日本における官民役割分担

Copyright©Weathernews Inc.

みんなの気象台 あなたの気象台

天気予報
天気予報
＋

対応策情報

基準となる公的観測
顧客ニーズにあわせた

独自観測

警報の発表 警報の伝達・解説
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日本における警報伝達

民間へ
の伝達

Business
Data

Service
& Support

警報

情報配信

Media

ライフライン
情報

Risk
Communication

Feedback

Copyright©Weathernews Inc.

市民への伝達

通信業者

気象庁

警報伝達



アメダス (1,300 地点)

WNIによる観測網(13,000地点)

データ分析

解析・予測精度向上

顧客満足度

気象データ

観測網

Copyright©Weathernews Inc.



気象予報サービスができるまで

Copyright©Weathernews Inc.



観測ネットワークのイメージ図

17km x 17km メッシュの観測ネットワ

ークを構築

タイでのサービス事例

Copyright©Weathernews Inc.

日本と同じ密度の気象観測ネッ
トワークをWNIと現地の協力で
構築し、いままで無かった詳細
な解析値、Nowcastを運営。
災害に対して対応策の取れる新
しい気象サービスを提供。



タイにおける気象サービスのニーズ

Copyright©Weathernews Inc.

工場向けに大雨によ
る浸水、洪水、雷の
リスクに対して、対
応策情報を提供。
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気候リスク向けのサービス（タイの事例）

タイ
バーンプー工業団地

単位
[m]

2030
年

2050
年

2080
年

最大値 0.66 0.74 0.83

平均値 0.4 0.5 0.49

最小
値

0.08 0.12 0.19

100年に1度相当の
洪水による浸水深将来分析
（1年間で発生する確率1%）

単位
[m]

2030
年

2050
年

2080
年

最大値 0.96 1.03 1.12

平均値 0.58 0.71 0.69

最小
値

0.12 0.18 0.26

1000年に1度相当の
洪水による浸水深将来分析
（1年間で発生する確率0.1%）



50kmの範囲を30秒でボリュームスキャンする
WNI最新型Xバンドレーダー「EAGLE Radar」

PPP : VCP (Voluntary Cooperation Programme of WMO)によるベトナムでの貢献の例

Copyright©Weathernews Inc.

VNMHA HQでのVCP実施サイニングセレモニー

VNMHA(ベトナム気象・水文総局)に対して最新型X-Bandレーダー
(EAGLE Radar)をWMO VCPを通じ供与。

VNMHAとしてはハノイ市の洪水対策が非常に重要なテーマであり、
EAGLE Radarによる最新技術の導入及び活用により防災力の向上が期
待される。

WNIと共同してサービスを提供することで、ハノイの雨による災害
対策や航空機の離発着の安全性を高めるサービスへの活用を行う。



ウェザーニューズは内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する戦略的イノベーショ

ン創造プログラム（SIP）に参画し、国立研究開発法人防災科学技術研究所（NIED）や国立研
究開発法人情報通信研究機構（NICT）と連携し「防災チャットボット」の開発を中心となり進
めてきました。「防災チャットボット」は、モバイル通信アプリ「LINE」を通して自律的に被
災者とコミュニケーションを取り、対話の中から避難場所、不足物資、被害状況などの災害関

連情報を自動で抽出・集約し、被災者に必要な情報を自動で提供する日本発のシステムです。

PPP : 東アフリカでの防災プロジェクト

Copyright©Weathernews Inc.

また国際的にも、ウェザーニューズは国連教育科学文化機関（UNESCO）と連携し、この防災チ
ャットボットの仕組みを東アフリカの国々のユーザーに向け気象情報や被害の情報等のやり取り

をアプリのプラットフォームを通じ行うことで同国内の防災活動に貢献する取り組みを行ってき

ました。各国地方政府の防災関係者を交えトレーニングを行うワークショップもUNESCOと共同
で実施し、防災の理解を深める活動も行っています。



世界での気象サービスのチャレンジ

□各国での気象サービスの前提の構築

- 産官学での自由なデータ交換 (Free Open Data Policy )

- 気象サービス法的枠組みと産官学の役割分担の明確化

- 気象リスクの把握と対応策の構築

□リスクを把握し予測できる密な観測ネットワークの構築と運営

□各国のニーズにあわせたサービスの開発、伝達

□サービスを継続して運営すること

Dream:
気象サービスを通じて、世界８０億人の気象・気候リスクの低減に貢献



防災・減災イノベーションで拓く
レジリエンス社会

相 澤 益 男

日本防災産業会議 会長

公益社団法人科学技術国際交流センター 会長

東京工業大学名誉教授・元学長

日本学術会議 in つくば、2023年 2月 15日



自然災害多発国、日本！
～防災、減災、そしてレジリエンス～

防災

防災・減災

防災・減災レジリエンス

防災1.0
1959(S34)伊勢湾台風
防災に関する統一的
制度・体制が不十分

防災2.0
１９９５（H7）阪神・淡路大震災
耐震化不十分な建築物の倒壊
ボランティア元年

防災3.0
2011(H23)東日本大震災
巨大地震、大津波、原発事故
最大クラスを想定した災害への備え
“減災”を防災の基本理念

防災4.0
2016(H28)熊本震災
気候変動がもたらす災害の激甚化
多様な主体の参画、自律的に災害に備える社会
公助・自助・共助



防災

気候変動

SDGs

仙台防災
枠組

(2015)

気候変動
パリ協定
(2015)

持続可能
開発目標
(2015)

2015年、世界は舵を切った！

日本防災産業会議発足
(2015年7月23日）

官民連携により防災産業を育成し、
わが国全体の災害対応力向上に寄
与する戦略的会議体としてスタート

仙台防災枠組の要請
マルチ・ステークホルダーの連携強化
（国、自治体、市民、ボランティア、

学術機関、研究機関、企業、メディア）



○ 会長：相澤益男（科学技術国際交流センター会長、東京工業大学名誉教授・元学長）
○ 代表理事：井水治博（日刊工業新聞社社長）
○ 事務局：日刊工業新聞社、 ○ 連携：内閣府、防災科学技術研究所
○ 会員：通信、金融、製造業、流通、情報産業など、幅広い業種から参加企業が結集

官民意見交換会
（内閣府・日本防災産業会議）

日本防災産業会議設立総会
(2015.7.23)

防災科学技術研究所との連携調印式



日本防災産業会議のビジョン
～イノベーション創出による、防災・減災レジリエンス社会の実現～

防災・減災ソリューション

官民連携

プラットフォーム

防災DX

（デジタル・トランスフォーメーション）

防災訓練
（日本防災産業会議協力）

防災産業展
（日刊工業新聞社との共催） オンラインセミナー

広報
（日刊工業新聞社）



- -6

国土交通省HPより抜粋

被害抑止・軽減
（事前対応）

災害発生時の業務実施レベル
の低減を抑止・軽減させることに
活用されるソリューション

応急対応
（事後対応）

被害発生後の復旧ま
での時間を短縮させる
ことに活用される
ソリューション

防災・減災ソリューション
～自然災害対応のBCP（事業継続計画）～

国土交通省HPより抜粋



発災前 発災直後 発災後

予防 応急 復旧・復興

被害の低減や発災時迅速に応
答するための備え

初動実施、安全の確保
発災後の生活・社会維持

元の状態にまで回復
Build back better

地震

津波

風水害

噴火

地すべり

企業が取組むソリューション
～情報、もの、技術、サービスにおける防災・減災ソリューション～

民間企業が取組む
多種多様な防災・減災

ソリューションをマッピング！



“防災ソリューション探索ツール”
（日本防災産業会議、構造計画研究所）

企業が取組む防災・減災ソリューション：情報、もの、技術、サービス



防災産業展2021

防災産業展
日刊工業新聞社・日本防災産業会議共催

防災産業との
多様な出会い！



災害情報共有システム(地理情報システムGISの活用)
（日本防災産業会議、防災科学技術研究所）

官民連携防災イノベーション意見交換会
テーマ：デジタル防災 (2021)

災害情報共有システム
（拠点の震度・被害推定地図情報の共有例）



災害リスクの軽減、気候変動適応、持続可能な
開発に基づく、持続的かつレジリエントな道筋

防災・減災イノベーションの重点を「防災DX（デ
ジタル・トランスフォーメーション）」に移行

マルチ・ステークホルダーの連携強化

レジリエンス社会の実現に向けて

激変する災害リスク

・ 自然災害の激甚化・頻
発化
・ 発生が予測される大規
模地震（南海トラフ、首都直
下地震、日本海溝・千島海
溝周辺海溝型地震）
・ 気候変動



レジリエンス社会の実現に向けて

防災・減災
イノベーション

防災デジタル化

官民連携
プラットフォーム

防災DX
（デジタル・トランス
フォーメーション）

災害リスク統合研究

マルチ・ステークホル
ダーの強力な連携

持続的かつレジリ
エントな道筋への

移行

・災害リスク軽減
(DRR)
・気候変動適応
(CCR)
・持続可能な開発
(SDGs)



 日本防災産業会議は、仙台防災枠組2015に対応し、「官民連携
プラットフォーム」として発足。ビジョンは、「イノベーション創出による、
防災・減災レジリエンス社会の実現」。

 民間企業が取組む、多種多様な「防災・減災ソリューション」をマッ
ピングした、「防災ソリューション探索ツール」を開発するとともに、
「災害情報共有システム(GISの活用)」を開発。

 災害リスク軽減、気候変動適応、持続可能な開発のコヒーレンス
を重視して、「持続的かつレジリエントな道筋への移行」の重要性に
ついて認識を共有。その際、防災DX（デジタル・トランスフォーメー
ション）、災害リスク統合研究、マルチ・ステークホルダーの強力な
連携が重点課題であると認識。

まとめ



都市の暑熱環境問題とその対策

筑波大学 計算科学研究センター

教授 日下博幸（くさかひろゆき）

日本学術会議 in つくば＠防災科学研究所
2023年2月15日 話題提供（８分）

石田理沙（日下研OG)より

@Lab_kusaka
日下研究室（筑波大学 ）

都市の暑熱環境問題は、温暖化問題の縮図
気候変動とヒートアイランドは相互作用する（正のフィードバック）



気候変動＋ヒートアイランド→厳しい暑熱環境→熱中症リスクの増大

気候変動とヒートアイランドは相互作用する
（正のフィードバック、排熱フィードバック）

気候変動

エアコン需要の増加
（排熱増加）（CO2増加）

都市温暖化
対流性降水
（局地豪雨）
増加亀卦川幸浩氏（明星大）作成

都市暑熱環境の悪化は、環境・エネルギー・災害・健康問題に
→ 緩和策と適応策が必要 → 地球規模の気候変動問題の縮図

エネルギー
需要の増加



睡眠不足の人ほど
正答率は大きく下がる

Asano, Y. et al. (2022) Building and Environment より

暑い中、外出すると熱中症リスクが上がり、知的生産性は下がる（仕事や勉強でミスが増える）

わずか15分の屋外歩行で、２桁の足し算のような簡単な計算ですら、正答率が下がる

屋外
歩行中

室内室内

皮膚温

経過時間 睡眠時間

正答率の
変化

都市暑熱環境の悪化は、仕事・学習にも悪影響を



都市の暑熱環境問題は、地球環境問題の縮図
暑さの適応策（熱中症対策）と緩和策（ヒートアイランド対策）は両方とも

大事．多くは共通しているが、相反するものもある

① 遮熱性舗装（高反射塗装した道）

② 屋上緑化

壁面緑化，打ち水（局所的）

ドライミスト（やり方による）

⑤ テント，日傘

⑥ 風の道

熱ストレスを緩和したい？

研究論文ではおおむね遮熱性舗装に否定的（例えば、赤川ほか 2008）.

⑦ 街路樹，藤棚

○

下記は主なヒートアイランド対策（○△×は熱中症対策効果）

△

×

○

○

◎

◎

気温を下げたい？

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/road/kanri/hosou/dourokanri0034.html

東京都建設局HPより

アルベドが大きくなるため α = ０．０６７ → ０．３４（遮熱性舗装）
上向き放射量が増大し、黒球温度も上昇し Tg = 45℃ → 50℃（遮熱性舗装）
熱ストレスも増大する SET* = ４０℃ → ４２℃（遮熱性舗装）



現在都市 コンパクトシティ 分散シティ

Kusaka et al (2016, Climatic Change)

都市規模のヒートアイランド対策で暑さを緩和するには限界がある



1位

3位

4位

2位

5位

Kusaka, H. et al. (2022)
Journal of the Meteorological Society of Japanより

暑さも緩和策から適応策（熱中症対策）へ



暑熱順化（含むエイコン普及）は、非常に有効◎

Nakamura et al. (2022) JMSJより

(b) 将来の熱中症搬送者数 増加率

(d) 将来の熱中症搬送者数 増加率
（エアコンが普及していない県の住民が
暑さ対策をして、暑熱順化もした場合）

将来（2050年代）の熱中症リスクは、20世紀末の3倍になる

暑さ対策と暑熱順化により熱中症リスクを軽減できる



地表面温度の予測精度

筑波大学 City-LESモデル の開発

予測値（City-LES） 観測値（ヘリコプター観測）

観測値は東京都環境科学研究所から提供

流体計算

放射計算
筑波大学朴泰佑教授・名古屋大学飯塚悟教授の協力を得て
（株式会社ウエザーニューズと共同改良中）



まとめ
• 都市の暑熱環境問題は、地球規模の気候変動問題の縮図。

• 温暖化とヒートアイランドは、相互作用する（正のフィードバック）。

• 都市温暖化は、熱中症リスクの増加や知的生産性の低下をもたらす （睡眠不足の人は特に）

• ヒートアイランド対策（緩和策）と熱中症対策（適応策）は、

共通なものが多いが相反するものもある

• 都市規模ヒートアイランド緩和策では限界がある

• 遮熱性舗装はヒートアイランド対策になるが熱中症対策にはならない。

• テントや日傘は多少効果あり。 藤棚や街路樹の効果大

• 温暖化により、将来（2050年頃）熱中症リスクは2-3倍程度増加

• 北海道、東北などは、エアコンの普及や暑熱順化によりリスク増加を抑えることができそう



参考文献
• Asano, Y., Nakamura, Y., Kusaka, H., Suzuki-Parker, A., Aiba, S., 2022: Effect of walking in heat-stressful outdoor 

environments in an urban setting on cognitive performance indoors. Building and Environment, 213, 108893.

• Kusaka, H., Suzuki-Parker, A., Aoyagi, T., Adachi, S. A., Yamagata, Y., 2016: Assessment of RCM and urban scenarios 
uncertainties in the climate projections for August in the 2050s in Tokyo. Climatic Change, 137, 427-438.

• Kusaka, H., Nakamura, Y., Asano, Y., 2022a: UV parasol, dry-mist spraying, and street trees as tools for heat stress 
mitigation. Journal of the Meteorological Society of Japan.(in press)

• Kusaka, H., Asano, Y., Kimura, R. 2022b: Wisteria trellises and tens as tools for improved thermal comfort and heat 
stress mitigation: Meteorological, physiological, and psychological analyses considering the relaxation effect of 
greenery. Meteorological Applications, 29, e2046.

• Nakamura, S., Kusaka, H., Sato, R., Sato, T., 2022: Heatstroke risk projection in Japan under current and near future 
climates.  J. Meteor. Soc. Japan. https://doi.org/10.2151/jmsj.2022-030

• 赤川宏幸, 竹林英樹, 森山正和, 2008: 湿潤舗装と遮熱舗装上の温熱環境改善効果に関する実験的研究. 日本建

築学会環境系論文集, 73, 85-91.
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強⾬の増加傾向

1976 2021

1時間⾬量︓50 mm以上

アメダス1,300地点あたりの⼤⾬の年間発⽣回数
（気象庁「気候変動監視レポート2021」）

⽇⾬量︓400 mm以上

東京都中野区
（2005年9月4-5日）

和歌山県那智勝浦町
（2011年9月3-5日）

1976 2021

 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第6次評価報告
書（2021）は、地球温暖化の進⾏に伴い、⼤⾬は多くの
地域で強く、より頻繁になる可能性が⾮常に⾼い。地球
規模では、⽇降⽔量で⾒た極端な降⽔は、地球温暖化が
1℃進⾏するごとに約7％強まる、と予測している。

約45年間で約1.4倍に増加

増加傾向
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科学的技術的課題

「オールハザード✕オールフェーズ」で
総合的に研究。

社会実装に向けた課題

「⾏動」に結び付く判断材料となる
情報プロダクツの提供へ。

情報プロダクツによる災害リスク低減
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ソラチェク（https://isrs.bosai.go.jp/soracheck/storymap/）

⾸都圏を対象に、局地的な災害を引き起こす代表的な激しい気象「⾬、⾵、雷、ひょう」に関するきめ細かなリアルタイム
情報（範囲、強度等）を、地図に重ねて、まとめて「⾒える化」。2020年6⽉22⽇に⼀般公開、2021年2⽉に雪氷情報を
追加。2023年1⽉にはスマートフォン専⽤サイトを公開。

（注）図中の「年⽉⽇、時刻」は実際とは異なります。

① 降⾬強度 ② 地上⾵向・⾵速

③ 雷放電点密度 ④ 降ひょう推定域（72時間）
⑤ 積雪重量 等

⑥ スマホ版
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⼤⾬の稀さ（まれさ）︓令和元年東⽇本台⾵
河川被害状況（国交省）⼤⾬の稀さ分布（防災科研）

Ｎ年に1度
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⼈⼝集中地区（DID）での半減期1.5時間実効⾬量

佐賀市
久留⽶市

7:30 on 28 August 2019

内⽔氾濫リスク評価結果の表⽰
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⼟砂災害警戒区域での半減期72時間実効⾬量

7:30 on 28 August 2019

⼟砂災害のリスク評価結果の表⽰
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雪おろシグナル（https://seppyo.bosai.go.jp/snow-weight-japan/）

安全な雪おろしに向け、現在の屋根雪の重さを⽰すシステム
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まとめ

 地球温暖化の進⾏に伴い、⼤⾬の増加

 ⼀⼈ひとりの⾏動につながるような「情報プロダクツ」による
災害リスク低減の取組
• GIS（地理空間情報）
• ソラチェク︓⾸都圏の極端気象
• ⼤⾬の稀さ情報︓単純な積算⾬量よりも被害の⼤きさと関係が深い
• 内⽔氾濫リスク、⼟砂災害リスク︓ハザード（⾬）× DID、警戒区域
• 雪おろシグナル︓安全な雪おろしに向け、現在の屋根雪の重さを⽰すシステム

 災害リスク＝f（ハザード，暴露，脆弱性）

 社会、⼈間活動
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