
ルール説明 
開始時の所持⾦は50万円で、最終的に所持⾦が多い 
プレーヤー（チーム)の勝利となります。 
 
ゲームを始める前にそれぞれどの産業の経営者になるかを
決めてもらいます。（製造業、サービス・飲⾷業、農業、
⾏政) 
 
①サイコロを振り、数が⼤きい順で順番を決めます。 
②要求事項カードに回答します。ただし、カードは 
番号順です。回答が相⼿に納得してもらえれば「気候 
変動ポイント」を10ポイントもらいます。 
③サイコロを振り、マスに進みます。マスにはそれ 
ぞれのカード（SDGｓ、投資、イベント、ハプニング）が
⽰されており、そのカードの指⽰に従います。 
 
このように、②~③を繰り返します。 
 
ゴールでは最後のプレーヤー（チーム）がゴールにたどり
着いたところで獲得したポイントを換⾦し、ゲームは終了
です。最終的に最も多くお⾦を持っているプレーヤー
（チーム）が勝利となります。 

カード・マスの説明 
 

どんなカード・マス 説明 

要求事項カード ISOで規格を学べます。 
毎回必ず、回答します。 
回答が納得してもらえれば、
気候変動ポイントが10ポイ
ントもらえます。 

SDGｓカード SDGsと気候変動のカードで

す。 

質問に回答し、相⼿に納得
してもらえれば50万円もら
えます。そうでなければ10万
円もらえます。 

投資カード お⾦を⽀払い気候変動の対策

を⾏います。投資しない選択肢

もあります。 

20万円を⽀払い、気候変
動対策をし、相⼿に納得さ
せたら5気候変動ポイントも
らえます。納得させれない場
合と投資しなかった場合は5
気候変動ポイントを失いま
す。 

ハプニングカード 気候変動のリスクを⽰していま

す。 

お⾦を失います。同じ分野
の投資をしていた場合、損
失を防げます。 

イベントカード 

 

経営にかかわるカードです。 
お⾦が増減します。 

ボーナス 製品の売り上げ 
強制停⽌します。1個サイコ
ロを振ります。 
⽬の数×10万円が⽀給 
30ポイントにつき1個サイコ
ロが増加 

災害 被災します。 
強制停⽌します。その効⼒
がプレイヤー全体に影響しま
す。 
ハプニングカードをランダムに
3枚引き、被災額はそのカー
ドの合計⾦額とします。 
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        きこうへんどう         てきおう 

気候変動への適応   
 気候変動︓通常は数⼗年以上続く
気候の変化 

気候変動適応︓実際の、または 

予想される気候への適応プロセス

とその影響。⼈間のシステムでは

適応は害を緩和し有益な機会を 

利⽤しようとする。 

気候変動の対策として、どれを実施 

しますか︖ 

1．緩和策 

2．適応策 

3．その他 

 

1 
げんそく 

原則   
原則には「⼀般」「変化志向の

視点」「柔軟性」「主流化と埋

め込み」「堅牢性」「補完性」

「持続可能性」「気候変動の適

応 と 緩 和 の 間 の 相 乗 効 果」  

「システム思考」「透明性」

「説明責任」がある。 

気候変動適応の中で重要なのはどれ

ですか︖ 

1．透明性 

2．気候変動適応と緩和の融合 

3．持続可能性 

4．その他 

２ 

     じぜんけいかく  

事前計画（スコープ)   
事前計画(スコープ）︓ 

気候変動適応を実施するための 

準備プロセス。気候変動適応の 

開始時、再評価、修正の時に実施

する。 

 

 

気候変動適応に関して利害関係者 

か ら 求 め ら れ て い る こ と は 何 が     

ありますか︖ 

1．従業員の健康管理 

2．製品、サービス、事業での気候 

変動適応 

3．その他 

3 
えいきょうひょうか 

影響評価     
気候変動の影響︓ 

気温の上昇、異常気象、海⾯上昇、健康リ

スク増加など気候変動が組織の活動、製

品、またはサービスにもたらす、過去、  

現在、未来のプラスとマイナスの影響及

び、直接的、間接的、横断的な影響を説明

するもの。 

機会︓ 有益な影響を与えるリスクの発⽣ 
 

活動、製品、サービスが気候変

動に対してどのような影響があ

るか説明してください。機会を含

めること。 

 

4 



えいきょうひょうかほうほう 

影響評価⽅法   
影響評価⽅法 

・リスク評価︓脆弱性、暴露、気候 
変動の危険性の考慮、可能性、結果 

・脆弱性評価︓組織、活動、製品、
サービスと気候変動の変化、感受性、
影響の特定、適応能⼒ 

・しきい値評価︓気候条件の結果と 
して効果的でないポイントを理解し、
いつどこで⾏動が必要になるかを優先
する⽅法 

気候変動適応の影響評価⽅法と

してどれを⽤いますか︖ 

1．リスク評価 

2．脆弱性評価 

3．しきい値評価 

5 
         てきおうのうりょく    ひょうか 

適応能⼒の評価   
適 応 能 ⼒ ︓ シ ス テ ム、  

制度、⼈間、その他の⽣物

が潜在的な被害に適応する

能 ⼒、機 会 を 利 ⽤ す る  

能 ⼒、ま た は 結 果 に 対 応 

する能⼒ 

気候変動適応に関する能⼒評価

で重要なのは何ですか︖ 

1．財源 

2．⼈事 

3．技術資源 

4．その他の組織能⼒ 

６ 

きかい      とくてい 

機会の特定   
機 会:  有 益 な 影 響 を  

与えるリスクの発⽣ 

気候変動に関する機会を 

どのように特定しますか。 

1．新製品・サービスの開発 

2．レジリエンスの向上 

3．その他 

７ 
          ふかくじつせい     とくてい 

不確実性の特定   
不確実性︓ 

適応の意思決定に使⽤される

気候シナリオ、気候予測及び

形式データの不正確さ 

 

気候変動適応の戦略⽴案を  

⾏う上で重要なのは何ですか。 

1．不確実性の評価 

2．データと情報の品質管理⼿順 

３．その他 

８ 



  きこうへんどうてきおう    ほうしん   せんりゃく    けいかく 

気候変動適応の⽅針、戦略、計画   
戦略︓ 

⽬的を達成するための組織

のアプローチ 

気候変動適応に関する戦略
はどれですか︖ 

1．パリ協定の順守 

2．サステナビリティ⽅針 
との整合性を⾼める 

3．その他 

９ 
       きこうへんどうてきおうこうどう    とくてい 

気候変動適応⾏動の特定   
適応⾏動︓ 

気 候 変 動 政 策 の 下 で の 緩 和   

または適応の優先事項に基づく、

気候変動の対策または⽬標を達

成するための⼈間の介⼊ 

 

気候変動適応⾏動としてハード⾯

ソフト⾯でなにをしますか。 

ハード対策︓インフラ整備 

ソフト対策︓新しい知識の開拓、

意識の向上 

10 

   いしけってい     たんき    ちゅうき   ちょうき 

意思決定（短期、中期、⻑期）   
ライフスパン︓ 

(組織⼒の)存続期間 

気候変動適応について、20年 

10年、５年でそれぞれ何に取り

組みますか。 

 

11 
     けいかく  はんい             きょうかい 

計画の範囲とシステムの境界   
適 応 計 画 は、そ の 計 画 の 

範 囲 と、こ れ に 対 処 す る 

組織システムの境界を指定

するものとする。  

 

気候変動適応計画の適⽤  

範囲はどれですか︖ 

1．⾃分の組織だけ 

2．⾃分の組織と取引先 

3．すべての利害関係者 

12 



ベースライン   
ベースライン︓ 

変 化 が 測 定 で き る 状 態、 

基準線、基準値などを意味

している  

 

産業⾰命後の気温上昇を2℃

以内に抑えるためには何をしま

すか。 

 

13 
きこうへんどうじょうほう 

気候変動情報   
気候変動情報︓ 

気温および気象パターンの

⻑期的な変化に関する情報 

気候変動に関する情報で重視

するのは何ですか︖ 

1．温室効果ガス排出量の推移

2．気温の変化の推移 

3．その他 

14 

えいきょう 

影響   
影響︓ 

気 温の上 昇、異常気 象、海⾯ 上

昇、健康リスク増加など気候変動

が 組 織 の 活 動、製 品、ま た は  

サ ー ビ ス に も た ら す、過 去、  

現在、未来のプラスとマイナスの

影 響 及 び、直 接 的、間 接 的、  

横断的な影響を説明するもの。 

気候変動の影響が⼤きいのは

どれですか? 

内容と共に答えなさい。 

１．組織の活動 

２．製品 

３．サービス 

15 
てきおうのうりょく 

適応能⼒   
適応能⼒ ︓ 

システム、制度、⼈間、その他の

⽣ 物 が 潜 在 的 な 損 害 に    

適応し、機会を活⽤し、または

結果に対応する能⼒  

組織の気候変動適応能⼒を 

⾼めるために何をしますか。 

1．⼈材教育 

2．システム・制度の⾒直し 

3．その他 

16 



きこうへんどうてきおうこうどう 

気候変動適応⾏動   
気候変動への適応 ︓ 

実際のまたは予想される気候への

適応プロセスとその影響  

 

気 候 変 動 へ の 適 応 ⾏ 動 で  

何をしますか。 

1．スマート技術による予測 

2．レジリエンスの強化 

3．その他 

17 
            りがいかんけいしゃ   

利害関係者   
利害関係者︓ 

意思決定または活動に影響を 

与える、影響を受ける、または

影響を受けると認識する可能性

のある個⼈または組織 

 

気候変動適応に関して利害関係

者をどのように関与させますか︖ 

1．説明会を開く 

2．意思決定の中に⼊れる 

3．その他 

18 

リーダーシップとコミットメント   
リーダーシップ︓ 

組織のリーダが果たすべき責任 

コミットメント︓ 

経営者の社会に対する約束 

気候変動適応に関し社会に

対して何を約束しますか︖ 

1．説明責任やコミュニケー    

ション 

2．継続的改善 

3． その他 

19 
    きこうへんどうてきおうけいかく      もくてき 

気候変動適応計画（⽬的）   
⽬的︓達成すべき結果 気候変動適応について何

をしますか︖ 
 

20 



じっしけいかく 

実施計画   
実施︓⽬的の物理的な 

実現 

⽬的と整合性を持つ形で気候

変 動 適 応 実 施 計 画 を 説 明   

してください。 

い つ ま で に 何 を ど う や っ て    

⾏いますか︖ 

21 
            かんし     ひょうか 

監視と評価     
監 視 ︓ シ ス テ ム、プ ロ セ ス  

⼜は活動の状態を決定すること 

 

気候変動適応の監視と評価をする

上で重要なのはどれですか。 

1．パフォーマンス（成果） 

2．プロセス運⽤⽅法（過程） 

3．持続可能な課題への貢献 

4．その他 

22 

   ほうこく 

報告とコミュニケーション   
コミュニケーション︓ 

気候変動適応⾏動を組織内

と外部の⼈に伝えること 

気候変動適応の活動を外部に

伝える際に何を⽤いますか。 

23 



貧困︓極度に貧しい暮らしをして

いること。 

〈規格〉ISO14093 

〈委員会〉ISO/TC 207/SC 7 

 

 

気候変動に伴う途上国での被害

を最⼩化するのに必要な⽀援は 

何ですか︖ 

1.補助⾦ 

2.技術 

3.その他 

ひんこん      きこうへんどう 

貧困と気候変動 

1 

⾷物︓⼈間の消費に使⽤される 

ことを意図した、または合理的に 

予想される材料または製品  

〈規格〉ISO 16140-1:2016  

〈委員会〉ISO/TC 34/SC 9 

農業⽣産における気候変動適応 

として適切なのは何ですか︖ 

1．⾼湿耐性品種の開発 

2．適応技術の導⼊ 

3．その他 

のうぎょうせいさん     きこうへんどう 

農業⽣産と気候変動 

2 

熱中症︓⾼温または輻射熱または

その両⽅への曝露によって引き起

こされる異常に⾼い体温を伴う 

病状  

〈規格〉ISO7243:2017 

〈委員会〉ISO/TC159/SC5 

 

ねっちゅうしょうたいさく 

熱中症対策 

熱中症対策に何を⾏いますか︖ 

1．⽔分補給 

2．⼗分な睡眠 

3．その他 

3 

教育︓個⼈または集団が、主題または

概 念 に 関 す る 知 識（3.12）を 伝 達

し、または取得するシステム 

〈規格〉ISO30422:2022  

〈委員会〉ISO / TC 260  

気候変動適応に関する教育で 

強化したいのは何ですか︖ 

1．環境教育 

2．防災 

3．その他 

   きこうへんどうてきおう      かん      きょういく 

気候変動適応に関する教育 

4 



災害リスク軽減︓ 新たな災害リスク 

の防⽌と既存の削減と残存リスクの 

管理を⽬的とした政策を⾏うこと 

〈規格〉ISO / CD 53800 

〈委員会〉ISO / PC 337  

気候変動対策におけるジェンダー 

平等を達成するにはどうしたら 

いいですか︖ 

1．意思決定への参画 

2．教育機会の提供 

3．その他 

            びょうどう   

ジェンダー平等 

5 

 持続可能な排⽔システム︓⾃然の

⽔⽂学的プロセスを模倣した⾬⽔

を管理するための解決策 

〈規格〉ISO24513:2019  

〈委員会〉ISO / TC 224  

 

洪 ⽔ 被 害 を 最 ⼩ 化 す る ⽅ 法 で  

適切なのは何ですか︖ 

1.観測データの活⽤ 

2.河川の強化 

3.その他 

こうずいたいさく 

洪⽔対策 

6 

飲料⽔︓飲⽤に適した⽔のこと。

〈規格〉ISO24512︓2007 

〈委員会〉ISO/TC224 

 

 

災害時に⽔を確保する上で⼤事 

なのは何ですか︖ 

1.配給システムの構築 

2.⽔の備蓄 

3.その他 

いんりょうすい 

飲料⽔ 

7 

エネルギーマネジメントシステム︓ 

組織がエネルギーパフォーマンスを 

管理するのを⽀援する為のシステム。 

〈規格〉ISO50001︓2018 

〈委員会〉ISO/TC242     

〈内容〉要求事項を定めています。 

気候変動の緩和策として何が最も

重要だと考えますか︖ 

1．再⽣可能エネルギーの活⽤ 

2．省エネ 

3．その他 

エネルギーマネジメント 

8 



作業環境︓従業員の健康と幸福に

影響を与える可能性のある職場に

おけるすべての⾝体的、化学的、

⽣物学的、⼼理的要因の全体 

〈規格〉ISO35101:2017  

 〈委員会〉ISO/TC 67/SC 8 

快適な作業環境にするために最適

なのは何だと思いますか︖ 

1.熱中症対策 

2.感染症対策 

3.その他 

さぎょうかんきょう 

作業環境 

9 

⼈⼯知能︓⼈間が実⾏したときに

知能を必要とするタスクを実⾏ 

するコンピュータシステムの構築

に関する規律  

〈規格〉ISO39794-16:2021 

〈委員会〉ISO/IEC JTC 1/SC 37  

気候変動対策でAIをどの場⾯で 

活⽤しますか︖ 

1.気候・災害予測 

2.エネルギーの効率化 

3.その他 

AI 

10 

イノベーション・マネジメント︓

組織の⼀般的または統合された 

管理システムの⼀部。 

〈規格〉ISO56000︓2020 

〈委員会〉ISO/TC279 

 

気候変動のどの分野に関する技術

を伸ばしますか︖ 

1.発電技術 

2.再⽣可能エネルギー 

3.AI / IoT 

4.その他 

ぎじゅつかくしん 

技術⾰新 

11 

社会的責任︓透明で倫理的な⾏動

を通じて、その決定と活動が社会

と環境に与える影響に対する組織

の責任。 

〈規格〉ISO26000︓2010 

〈委員会〉ISO/SR 

気候変動の分野で進めたい社会的

責任は何か︖ 

1.気候変動×防災 

2.気候変動×社会改⾰ 

3.気候変動×国際連携 

4.その他 

しゃかいてきせきにん 

社会的責任 

12 



コミュニティ︓⼈間の技術進歩、

経済発展、社会⽂明の結晶化。 

〈規格〉ISO37101 

〈委員会〉ISO/TC250 

コミュニティにおける気候変動適応 

推進において重要なのは何ですか︖ 

1.気候変動適応計画の策定 

2.事業者等の取組 

3.その他 

 

    じぞくかのう   

持続可能なコミュニティ 

13 

⾃治体︓⼀定の地域でそこに住む

⼈のために、法律で定めた権利を

主張・⾏使し公共ジムの処理や

サービスを提供する⾏政機関 

〈規格〉ISO14092:2020 

〈委員会〉ISO/TC 207/SC 

気候変動適応対策を地⽅⾃治体と

どのように協⼒しますか︖ 

1.環境活動を⾏う 

2.情報交換 

3.その他 

   きこうへんどうてきおうえいかく       じちたい 

気候変動適応計画（⾃治体） 

14 

⼟⽊⼯事︓建設⼯事のうち、⼟⽊

事業に関する⼯事。建物を除いた

建設⼯事全般を指す。 

〈規格〉ISO/AWI 4931-1 

〈委員会〉ISO/TC 59 

 

気候変動に適応した建物や⼟⽊ 

⼯事において、どのような際に 

考慮すべきですか︖ 

1.新築の建物 

2.建物や⼟⽊⼯事の改修 

3.その他 

        たてもの      どぼくこうじ 

建物と⼟⽊⼯事 

15 

Tドローン︓無⼈航空機システム 

〈規格〉ISO21384 

〈委員会〉ISO/C 20/SC 16 

 

 

災害時にドローンを使って 

何をしますか︖ 

1. 医療物資の運送 

2．災害現場の点検 

3．その他 

ドローン 

16 



 カーボンフットプリント︓ 

温室効果ガス排出量および温室効

果ガス除去量の正味量（CO2換算

で表す） 

〈規格〉ISO14067:2018 

〈委員会〉ISO/TC 207/SC 7 

どの分野のCO2排出量を削減

しますか︖ 

1．⽣産 

2．流通 

3．廃棄・リサイクル 

4．その他 

カーボンフットプリント 

17 

持続可能な調達︓ライフサイクル全体

にわたって可能な限り最も 

肯定的な環境的、社会的経済的 

影響を持つ調達。 

〈規格〉ISO20400:2017  

〈委員会〉ISO/TMBG 

気候変動に考慮して製品を調達 

する場合何を重視しますか︖ 

1.フェアトレード商品 

2.環境ラベルのついた製品 

3.その他 

         じぞくかのう      ちょうたつ 

持続可能な調達 

18 

事業継続マネジメント︓企業がリスク

発⽣時にいかに事業の継続を図り、 

取引先に対するサービスの提供の⽋落

を最⼩限にするかを⽬的とする経営⼿

段。 

〈規格〉ISO22301︓2019 

〈委員会〉ISO/TC292 

気候変動災害から復旧するために

何をしますか︖ 

1．別の企業から部品を調達する 

2．災害時のマニュアル作成 

3．その他 

     じぎょうけいぞく 

事業継続マネジメント 

19 

温 室 効 果 ガ ス ︓ ⼆ 酸 化 炭 素、  

メタン、⼀酸化⼆窒素、フロン 

など  

〈規格〉ISO 14080:2018 

〈委員会〉ISO/TC 207/SC 7 

 

温室効果ガスを削減するために 

何をしますか︖ 

1．環境負荷の削減 

2．環境価値の向上 

3．その他 

           おんしつこうか   

温室効果ガス 

20 



標準化︓基準や規制の発動 

〈規格〉ISO Guide 84︓2020 

〈委員会〉ISO/TMBG 

例）気候変動についての標準を専⾨

家と連携して作る。 

   

気候変動に関する標準化を⾏う 

際に誰と連携しますか︖ 

1．教育機関 

2．政府 

3．消費者 

4．その他 

          きこうへんどう    ひょうじゅん 

気候変動×標準 

21 

グリーンボンド︓環境債権 

プロジェクトの成果を評価する 

⽅法を定めています。 

〈規格〉ISO14030︓2021 

〈委員会〉ISO/TC 207/SC 4 

環境プロジェクトを評価する際に

重要なのは何ですか︖ 

1．環境上の成果 

2．収益度 

3．その他 

グリーンボンド 

22 

投資︓定義された⽬的とその利点

を達成するためのリソースの割り

当て 

〈規格〉ISO 14097:2021 

〈委員会〉ISO/TC 207/SC 7 

 

投融資をする際に重視するのは 

何ですか︖ 

1．リスクと機会の管理 

2．⽬的達成のシナリオ 

3．その他 

    きこうへんどうかんれん       とうゆうしかつどう 

気候変動関連の投融資活動 

23 

気候変動への適応︓実際の気候 

または予想される気候への調整 

プロセスとその影響。 

〈規格〉ISO 14090:2019 

〈委員会〉ISO/TC 207/SC 7 

気候変動への対策として効果的な

取り組みは何だと思いますか︖ 

1.災害に備える 

2.⽔利⽤の⼯夫 

3.熱中症対策 

4．その他 

        きこうへんどう        てきおう 

気候変動への適応 

24 



平均海⾯⽔位︓19年間の潮の全て

の段階の海⾯の平均の⾼さ、 

⼀般的に1時間ごとの⾼さ測定値

から測定 

〈規格〉ISO21650︓2007 

〈委員会〉ISO/TC 98/SC 3 

海⾯上昇の適応策として何を⾏い

ますか︖ 

1.防波堤の設置 

2.⾼所に拠点を置く 

3.その他 

 

かいめんじょうしょう 

海⾯上昇 

25 

砂漠化︓気候変動や⼈間活動を 

含む様々な要因に起因する乾燥、

半乾燥、及び乾燥した亜湿潤地域

における⼟地劣化のプロセス 

〈規格〉ISO14055 

〈委員会〉ISO/TC 207/SC 5 

砂 漠 化 防 ⽌ の た め に 何 を   

しますか︖ 

1.⾃然の回復 

2.⾷料⽣産や持続可能な農業 

3.その他 

さばくか 

砂漠化 

26 

⽣物多様性︓陸⽣、海洋および他

の⽔⽣⽣態系およびそれらが 

属する⽣態学的複合体を含む全て

の源からの⽣物間の変動性。 

〈規格〉ISO/AWI TS 13208-1 

〈委員会〉ISO /TC331  

⽣物多様性を守る気候変動適応策を 

検討する際に何を考慮しますか︖ 

1．情報共有 

2．⼈材育成 

3．その他 

せいぶつたようせい 

⽣物多様性 

27 

組織のガバナンス︓組織がその 

定義された⽬的を達成するために

指⽰され、監督され、説明責任を

負わされる⼈間ベースのシステム 

〈規格〉ISO 37000:2021 

〈委員会〉ISO/TC309 

組織の⼀員として気候変動対策を

していくうえで重要視していく 

ことは何ですか︖ 

１.⽬標達成 

2.利害関係者への説明責任 

3.その他 

       そしき 

組織のガバナンス 

28 



提携事業︓特定の分野に限定して

複数の企業が業務上の協⼒関係を

持つこと。 

〈規格〉ISO 44001:2017 

〈委員会〉ISO/TC 286 

 

気候変動に関して提携先を選択する際

に重視することは何ですか︖ 

1．技術⼒ 

2．経験 

3．その他 

ていけいじぎょう 

提携事業 

29 



            しょうひ       かんしん 

エシカル消費への関⼼ 

消費者のエシカル消費に 

対する関⼼が⾼まった。 

エシカル消費︓地域の活性化や、 

⼈や社会、環境に配慮した消費⾏動

（倫理的消費）のこと 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

 

 
1 

かんみんれんけい 

官⺠連携  

官⺠連携による気候変動適応

に関するプロジェクトが評価

されました。 

官⺠連携︓⾏政と⺠間が連携して

互いの強みを⽣かす事によって、 

最適な公共サービスを提供し、 

地域の価値向上等を図ること  

プロジェクトが住⺠・⾏政・ 

専⾨家に評価され、お⾦が 

50万円もらえます。 

 

2 

ちほうそうせい 

地⽅創⽣  
スマート技術（最先端技術）を 

活⽤した気候変動適応に関する地

⽅創⽣に取り組みました。 

地⽅創⽣︓各地域がそれぞれの 特徴

を活かした⾃律的で持続的 な社会を

創⽣するための政策  

お⾦が50万円もらえます。 

 

  3 

                         すいしん 

グリーンファイナンスの推進 

企業が資⾦調達しやすいよう

にグリーンファイナンスの 

取り組みを実施しました。 

グリーンファイナンス︓環境分野へ

の取組みに特化した資⾦を調達する

ための債券や借⼊  

お⾦が20万円もらえます。 

 

  4 



                        すいしん 

イノベーションの推進 

次世代型太陽電池による 

イノベーション（技術⾰新）

の推進が促されました。 

次世代型太陽電池︓ペロブスカイト

結晶を⽤いた太陽電池。既存の太陽

電池よりも低価格で柔軟で軽量 

購⼊費⽤として40万円⽀払い

ます。 

 

  5 

     さいせいかのう 

再⽣可能エネルギー 

エネルギー利⽤を⽕⼒発電、

原⼦⼒発電から太陽光発電や

地熱エネルギーなどの再⽣可

能エネルギーに切り替え、

カーボンニュートラルへの 

取り組みが⾏われました。  

設置費⽤として30万円⽀払い

ます。 

 

  6 

      たいようこう           せっち 

太陽光パネル設置 

企業の気候変動への意識が 

⾼まり、太陽光パネルの設置

を⾏いました。 

太陽光パネル︓⽇光を活⽤して発電

をするためのパネルで、発電に必要

な資源不⾜防⽌などに期待できる 

設置費⽤として20万円⽀払い

ます。 

 

  7 

     てきせつ      りゆう 

AIの適切な利⽤ 

AIによって気温や湿度を予測

し、空調の⾃動調節が出来る

設備を導⼊しました。 

AI︓コンピューターや機械を利⽤

し、⼈間の問題解決能⼒と意思決定

能⼒を模倣するもの  

例年に⽐べ、熱中症やクーラー

病などの発⽣を抑えることが出

来たため、お⾦が20万円もら

えます。 

 

  8 



      とうし 

ESG投資 
ESG投資として、企業の気候変動

緩和・適応活動をデジタル化・ 

⾒える化しました。  

ESG投資︓従来の財務情報だけ 

ではなく環境、社会、ガバナンス

要素も考慮した投資のこと 

お⾦が20万円もらえます。 

 

  9 

RE100 
RE100に加盟し、機関投資家

や個⼈投資家からの資⾦調達

をしました。 

RE100︓「企業の電⼒を100％再⽣

可能エネルギーにする」という⽬標

に取組むグローバルイニシアチブ  

お⾦が50万円もらえます。 

 

  10 

        とりくみ 

TCFDへの取り組み 

TCFDに沿った気候変動適応に関

する情報開⽰を実施しました。 

TCFD︓気候関連財務情報開⽰タスク

フォース 。各企業の気候変動への取

り組みを具体的に開⽰することを推

奨する、国際的な組織のこと  

TCFDに沿った情報開⽰ 

が投資家に評価され、 

お⾦が20万円もらえます。 

 

  11 

     かくり  かいしゅう ちょちく       どうにゅう 

CO₂隔離・回収・貯蓄システム導⼊ 

CO2を削減するシステム

（CO2隔離・回収・貯蓄）を

導⼊しました。 

CO2隔離・回収・貯蓄︓⼆酸化炭素

を海⽔中に溶解したり、地中に貯蓄

したりする 

CO2排出量を抑えることが 

出来た為、30万円もらえます。 

 

 

  12 



         すいそしゃかい    じつげん 

⽔素社会の実現 

利⽤時にCO2を排出しない、⽔素

を⾝近なエネルギーとして活⽤す

る ｢⽔素社会｣に対する取り組み

を始めました。 

（例︓ガラス製造や宇宙ロケット

の燃料合成など）  

⽔素社会に対する取り組みが

評価されたため、50万円もらえ

ます。 

 

 

  13 

クールチョイス 

設備の照明をすべてLEDライトに

替えるなど、クールチョイスに 

該当する取り組みを始めた。 

クールチョイス:CO2などの温室効果

ガスの排出量削減のために、脱炭素

の製品・サービス・ライフスタイル

を賢く選択していくもの 

クールチョイスに該当する取り組

みが成功したため、20万円もら

えます。 

 

 

  14 

        ちすいじぎょう 

治⽔事業 
気候変動への適応事業として、拠点

の地域の治⽔事業を実施した。 

治⽔事業︓河床を浚渫（しゅんせつ）

する、河道を拡げる、放⽔路を設置

するなど、河川と流域の両⾯から 

⽔害の軽減と防⽌をはかるもの 

治⽔事業の取り組みが評価さ

れたため、20万円もらえます。 

 

 

  15 

ばいかいどうぶつ      かんせんしょうよぼう 

媒介動物による感染症予防 

媒介動物による感染症を予防

するため、⼊り⼝に超⾳波を

流す設備を設置した。 

媒介動物︓病原体を持ち運んで、他の類に

感染させる動物の総称。 温暖化で⽣存期

間が延びた事により、繁殖が進んでいる 

蚊などの昆⾍類やダニ類が多い 

設備費として30万円⽀払い

ました。 

  16 



ハザードマップ 

地域と連携し作成したハザード

マップを使い、地域のコミュニ

ティでの訓練に活⽤した。 

ハザードマップ︓地震、台⾵、⽕⼭噴⽕に

より発⽣が予測される被害についてその種

類、場所、危険度などを⽰した地図   

作成したハザードマップにより、

避難訓練がスムーズに⾏われる

ようになり、地域住⺠の意識も

⾼まった。20万円もらえます。 

  17 

                        げんしょう 

ヒートアイランド現象 
ヒートアイランド現象に適応する 

ために、都市部の拠点において、

クールスポットの整備やグリーン化

などといった、都市の魅⼒向上につ

ながる事業を⾏った。 

ヒートアイランド現象︓郊外に⽐べて

都市部の気温が⾼くなること  

取り組みに対する費⽤として 

50万円⽀払います。 

  18 

      しんすいたいさく 

浸⽔対策 
降⽔量の増加に適応するため、 

施設の窓ガラスを複層にしたり、 

⼟のう・⽌⽔板を設置し床下浸⽔を 

防ぐ等を実施した。 

⼟のう︓布袋の中に⼟砂を詰めて⽤いる⼟⽊資
材 
⽌⽔板︓豪⾬や災害時に建物の中、地下などへ
⽔が流れ込むのを防ぐ板  

整備費⽤として30万円⽀払い

ます。 

  19 

  じゅうぎょういん        けんこうかんり 

従業員の健康管理 
熱中症や脱⽔症状、媒介動物によ

る感染症等が原因となる体調不良

や感染拡⼤、クラスター等を防ぐ

ため、従業員⼀⼈⼀⼈の健康管理

が可能なシステムを導⼊した。

（例︓時計型のウェアラブル端末、

アプリケーションなど） 

導⼊費として20万円⽀払います。 

  20 



ねっちゅうしょうたいさく 

熱中症対策 
従業員の熱中症や脱⽔症状対策 

として、ウォータークーラーの 

設置や冷房室の完備、屋外での 

労働時間の変更、緑のカーテンの

活⽤等の整備を実施した。  

症状を訴える従業員が0⼈に

なった。30万円もらえます。 

  21 

         くうちょう   じどうか 

空調の⾃動化 

社内の温度管理を徹底するため、

AIを利⽤して⾃動温度調節を 

⾏う。 

 

設置費として10万円⽀払います。 

  22 

ぼうふうたいさく 

防⾵対策 
施設の防⾵対策。 

（植⽊、防⾵柵の設置） 

設置費として30万円⽀払います。 

  23 

スマートシティ 
スマートシティ開発を地元の他企

業、⾃治体などと連携して 

実施した。 

活動例︓クールスポット、⾜⽔、 

保⽔性の⾼い地⾯レンガの使⽤など 

整備費として40万円⽀払います。 

  24 



     ねっちゅうしょうたいさく  む     しょうひん 

熱中症対策向け商品
熱中症対策に適した新たな 

技術を開発した。 

（例︓体温の変動予測での暑さ 

対策技術、新たなアプリケーション

の開発、モバイルクーラー付き 

⽇傘など） 

開発した製品が⼤ヒット︕ 

50万円もらえます。 

  25 

  きこうへんどうよそく    かつよう    みずきょうきゅう 

気候変動予測を活⽤した⽔供給 

気候変動予測のシステムを

活⽤し、貯⽔した⽔の供給

システム開発を実施した。 

開発費、整備費として30万円

⽀払います。 

  26 

さいがいはいきぶつしょり 

災害廃棄物処理 
災害廃棄物処理を円滑に実施する

ことが可能な技術を開発した。 

（例︓カメラで記録した映像を 

もとに、災害廃棄物の種類分別⽅

法を⾒分ける技術など） 

開発した技術が⾃治体などで

広く利⽤された。 

40万円もらえます。 

  27 

しがいせんたいさく 

紫外線対策 
⽇焼け、⽪膚がんなどを防⽌

するため、施設のすべての窓

ガラスをUVカット（紫外線を

通しにくい）ガラスに替える

等を実施した。 

 

⼯事費として20万円⽀払います。 

  28 



よぼうちゅうしゃ 

予防接種 
媒介動物による感染症が国内で 

拡⼤してしまったため、ワクチン

の職域接種を実施した。 

職域接種︓企業や⼤学等において、

職域単位でワクチン接種をすること 

ワクチン費⽤、医者の⼈件費 

として50万円⽀払います。 

  29 

    きこうへんどうてきおう 

気候変動適応ファンド 
気候変動適応に関する取り組みが

投資家たちに評価され、気候変動

適応ファンドを受けた。 

気候変動適応ファンド︓気候変動 

への対応に積極的に取り組む企業の 

株式等に投資を⾏うこと 

お⾦が40万円もらえます。 

  30 

           ちょうたつ 

グリーン調達 

グリーン調達に重点をおいた

事業を実施した。 

グリーン調達︓環境負荷の少ない

商品・サービスや環境配慮等に積

極的に取り組んでいる企業から優

先的に調達するもの  

投資家たちに評価され、 

お⾦が40万円もらえます。 

   31 

                  たい   と  く 

Science-Based Targetsに対する取り組み 

SBTに沿った取り組みを始め

ました。 

SBT (Science-based Targets)︓産業

⾰命以来の気温上昇を「2℃未満」に抑え

ることを⽬指して、各企業が設定した温室

効果ガスの排出削減⽬標とその達成に向け

た国際イニシアチブです。  

投資家に評価され、 

お⾦が50万円もらえます。 

   32 



      ちょうたつ 

ESG調達 

ESG︓ 

(環境・社会・ガバナンス）

に配慮した調達を実施し

た。 

 

調達⽅法が投資家たちに評価

された。30万円もらえます。 

   33 

だつたんそ 

脱炭素 
コミュニティの取り組みを発信す

ることで、社会全体の関⼼が⾼ま

り脱炭素化が進みました。 

脱炭素︓温室効果ガス排出をゼロ

にする取り組み     

（カーボンニュートラル） 

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   34 

 しょう        ちく         そう 

省エネ 蓄エネ 創エネ 

エネルギーに対する取り組みが評

価されました。 

省エネ︓エネルギーの無駄を省い

て効率化する 

蓄エネ︓エネルギーを蓄える 

創エネ︓エネルギーを⾃ら創る 

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   35 

   さいせいかのう                ふきゅう 

再⽣可能エネルギーの普及 

再⽣可能エネルギーを普及さ

せ、持続可能な社会を実現し

ました。 

再⽣可能エネルギー︓太陽光

等をエネルギー源とした、永

続的に利⽤できるエネルギー 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   36 



アジャイル・ガバナンス 

スマート社会実現に必要なガバナ

ンスを導⼊しました。 

アジャイル・ガバナンス︓常に周

囲の環境変化を踏まえてゴールや

システムをアップデートしていく

ガバナンスモデル 

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   38 

ちほうそうせい 

地⽅創⽣ 
スマート技術を活⽤した地⽅創⽣

に取り組みました。 

 

地⽅創⽣︓各地域がそれぞれの特

徴を活かした⾃律的で持続的な社

会を創⽣するための政策 

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   39 

   とし    かだい    み     か    たいさく 

都市の課題の⾒える化と対策 

都市の課題の⾒える化と対策

が評価されました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   40 

                  たいおうせんりゃく 

インシデント対応戦略 

インシデント対応戦略が評価

されました。 

インシデント対応戦略︓サイ

バーセキュリティ侵害に対し

て、検知・復旧を⾏うための

取り組みのこと 

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   41 



     じんそく     ふっきゅう    ふっこう 

迅速な復旧・復興 

迅速な復旧・復興により、

被害を最⼩限にした活動が

評価されました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   42 

     じぞくかのう      しゃかい     じつげん 

持続可能な社会の実現 

地球環境や⾃然環境が適切に

保全され、将来の世代が必要

とするものを損なうことな

く、現在の世代の要求を満た

すような開発が⾏われている

社会を実現しました。 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   37 

      はいざい      じゅんかんかつよう 

廃材の循環活⽤ 

廃材の循環活⽤する取り組

みが評価されました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   43 

じゅんかんがたしゃかい 

循環型社会 
循環型社会への取り組みが評価されまし

た。 

循環型社会︓⼤量⽣産・⼤量消費・⼤量廃

棄型の経済社会から脱却し、⽣産から流

通、消費、廃棄に⾄るまで物質の効率的な

利⽤やリサイクルを進めることにより、資

源の消費が抑制され、環境への負荷が少な

い社会 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   44 



       おんしつこうか         さくげん 

温室効果ガス削減 
コミュニティの温室効果ガス削減

に向けて取り組みが⾼く評価され

ました。 

温室効果ガス︓⼆酸化炭素、メタ

ン、⼀酸化⼆窒素、フロンガス  

 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   45 

        かんり 

リスク管理 

リスクを未然に防ぐまたは

軽減するように働きかけま

した。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   46 

                  み        か 

エネルギーの⾒える化 
エネルギーの⾒える化により無駄

なエネルギー消費を抑えることが

できました。 

エネルギーの⾒える化︓エネル

ギーの収⽀や消費量が⾒える 

 

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   47 

  そしき     こ 

組織を超えたネットワーク 

組織を超えたネットワークが

評価されました。 

 

  

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   48 



 ひじょうじ           どういんたいせい    こうちく 

⾮常時における動員体制の構築 

⾮常時における動員体制の

構築が評価されました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   49 

こうしゅうえいせい 

公衆衛⽣ 

施設管理に取り組み公衆衛⽣

上の課題が改善されました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   50 

げんさい 

減災 
減災に対する活動が評価されまし

た。 

減災︓災害による被害を、できる

だけ⼩さくする取り組み 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   51 

AI for good 
AIを導⼊したことで社会課題を解

決しました。 

AI for good︓AI（⼈⼯知能）

による社会貢献 

（災害の早期兆候予測など） 

 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   52 



さいがいよそく 

災害予測 

AIや外部データを⽤いて⾃

然災害の被害を予測する取

り組みが評価されました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

   53 

Society 5.0 for SDGs 
IoTやAIを導⼊したことで単純作業

や重労働の負担が減り、⼈⼿不⾜が

解消しました。 

Society 5.0︓ビッグデータなどの⾰

新技術をあらゆる産業や社会に取り

⼊れることによりする実現する新た

な未来社会のこと 

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   54 

    すいそはつでん            だつたんそ 

⽔素発電による脱炭素 

⽔素発電の取り組みを開始

し、脱炭素社会の実現に 

貢献をしました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   55 

                  さいてきか 

エネルギーの最適化 

エネルギーの最適化により、

効率良くエネルギーを使うこ

とができるようになりまし

た。 

 

  

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   56 



       さいがい    つよ    たてもの 

災害に強い建物 

⾃然災害に対応した構造の

建物が評価されました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

   57 

          みらいとし 

SDGs未来都市 

SDGs未来都市に選定されまし

た。 

SDGs未来都市︓持続可能なま

ちづくりや地域活性化に向

け、優れたSDGsの取組を提案

する地⽅⾃治体のこと 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   58 

      しじょう    ひょうか 

市場で評価される 
活動が市場で評価されました。 

 

  

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   59 

  ひつよう    しげん     てきせつ    はいぶん 

必要な資源の適切な配分 

必要な資源の適切な配分活

動が評価されました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   60 



しんきじぎょうそうしゅつ 

新規事業創出 

新規市場創出により、⾼い

利益を得ました。 

 

  

お⾦が30万円もらえます。 

 

 

   61 

        きょうそうりょく    きょうか 

競争⼒の強化 

競争⼒の強化により、収益

性が向上しました。 

 

  

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   62 

   かんきょうはいりょがたせいひん      う 

環境配慮型製品が売れた 

環境配慮型製品が売れました。 

 

環境配慮型製品︓環境に配慮ある

いは環境保全に貢献している製品

の⼀つ  

 

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   63 

    はいしゅつけんとりひきしじょう      かつよう 

排出権取引市場の活⽤ 

排出権取引市場を活⽤することで

削減費⽤を低コストに抑えること

ができました。 

排出権取引:排出量の削減を達成

し、排出上限を下回った際に余剰

分を市場で売ることができる取引 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   64 



きこうかんれんざいむじょうほうかいじ 

気候関連財務情報開⽰ 

気候関連財務情報開⽰によって投

資家の⽀持を得ることができまし

た。 

気候関連財務情報︓企業の気候関

連のリスクや機会を適切に評価で

きるような情報 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   65 

カーボンニュートラル 

脱炭素社会の実現に向けた取り組

みが評価されました。 

カーボンニュートラル︓2050年

までに、温室効果ガスの排出を全

体としてゼロにする、脱炭素社会

の実現を⽬指すこと 

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   66 

しきんちょうたつ 

資⾦調達 
トランジション･ファイナンスによる

資⾦調達を⾏いました。 

 

トランジション･ファイナンス:温室効

果ガス削減の取り組みを⾏っている

企業を⽀援する⾦融⼿法のこと。 

お⾦が40万円もらえます。 

 

 

   67 

                      けいぞく 

サプライチェーン継続 

受注・製造・販売・物流を効

率化する構造を作り上げ利益

を上げました。  

お⾦が20万円もらえます。 

 

 

   68 



     しょうひしゃ     ひょうか 

消費者に評価される 

SDGs活動が消費者に評価

されました。 

お⾦が10万円もらえます。 

 

 

   69 



  かんきょう 

環境マネジメントシステム 

環境マネジメントシステム︓企業や団体等

の組織が環境⽅針、⽬的・⽬標等を設定

し、その達成に向けた取り組みを実施する

ための組織の計画・態勢・プロセス等 

 

専⾨委員会 TC207  

規格番号 ISO14001 

産業⾰命以降の平均気温1.5〜2℃に抑える

ためにどのようなことを⾏いますか︖  

1．省エネ設備への転換 

3．公共交通機関を利⽤した通勤 

3．その他 

 

 

1 

エコデザイン 
エコデザイン︓製品のライフサイクル

を通して環境への悪影響を低減する 

ことを⽬的とし、設計・開発において

環境側⾯を考慮する体系的アプローチ 

専⾨委員会 ISO/TC 207/SC1      

規格番号 ISO 14006  

 どのような気候変動適応デザインを 

取り⼊れますか︖ 

1．脱炭素に貢献する設計 

2．⽔位上昇や⾼波の増加に対応した

インフラ施設の設計 

3．その他 

２ 

ウォーターフットプリント 

ウォーターフットプリント︓製品の 

ライフサイクル（製品の⼀⽣）で使⽤する

⽔の総量を数値換算し、⽔環境への影響を

評価する概念。また、⽔に関連する潜在的

な環境影響を定量化する指標 

専⾨委員会 TC207 /SC5  

規格番号 ISO 14046  

ウォーターフットプリントを⽤いて 

どれを測定しますか︖ 

1．河川や地下⽔が消費された量 

2．作物の栽培⼟壌に蓄えられた量 

3．汚染物質を希釈するのに必要な量 

4．その他 
３ 

カーボンフットプリント 

カーボンフットプリント︓製品の

原料調達から廃棄までの間に排出

される温室効果ガスの排出量を

CO2に換算して数値化したもの 

専⾨委員会 ISO/TC 207/SC7    

規格番号 ISO 14067  

CO2排出量を削減するにはどの過程で

減らしていくのが重要ですか︖ 

1．製造 

2．販売 

3．廃棄 

4．その他 

 ４ 



            てんねん 

天然ガス 

天然ガス︓地球で⾃然に 

発⽣し、主に燃料として 

使⽤されるガス状炭化⽔素 

専⾨委員会 ISO/TC193 

規格番号 ISO15112:2018 

天然ガスを使⽤する上で得られる

メリットは何ですか︖ 

1．環境負荷が低い 

2．供給安定性 

3．その他 

 

 
５ 

 じぞくかのう       ちょうたつ 

持続可能な調達  
調達︓サプライヤー（物品の供給者） 

からの製品やサービスの取得活動     

持続可能な調達︓企業の社会的責任

（CSR）の原則を⾃社の調達プロセスや 

意思決定に取り⼊れながら、利害関係者の

要求を確実に満たすこと 

専⾨委員会 ISO/TMBG   

規格番号 ISO 20400:2017  

持続可能な調達をするにあたり、 

どのようなことをしますか︖ 

1．持続可能な原材料のシンプルな 

調達の流れを構築 

2．⾼温でも栽培可能な品種の開発 

3．その他 

 
６ 

温室効果ガス（GHG）︓⼤気圏にあり、地表か

ら放射された⾚外線の⼀部を吸収することによ

り、温室効果をもたらす気体（ ⽔蒸気、⼆酸化

炭素、メタン、⼀酸化⼆窒素、フロンなど ） 

Scope1︓事業者⾃らによる温室効果ガスの直接排出     

Scope2 : 他社から供給された電気、熱、蒸気の使⽤に伴う排出                   

Scope3 : 原材料や運送、製品の仕様・廃棄など での排出  

専⾨委員会 ISO/TC207/SC7 

規格番号 ISO/TR14069 

温室効果ガス排出にあたって、 

どのように取り組みますか︖ 

1．直接排出 

2．エネルギー間接排出 

3．その他 

   そしき      おんしつこうか   はいしゅつ  ていりょうか 

組織のための温室効果ガス排出量の定量化 

７ 

サーキュラーエコノミー  

サーキュラーエコノミー(循環型経済)︓ 

製品、部品、材料の有⽤性や価 値を保ち、

技術的循環と⽣物学的循環を区別すること

を⽬的とした経済 

シェアリング︓物・サービス・場所など

を、多くの⼈と共有・交換              

専⾨委員会 ISO/TC 323    

規格番号 ISO 37120 

近年では、モノの所有から利⽤へ

の動きが⾼まってます。どのよう

に気候変動に貢献できますか︖ 

1．シェアリング 

2．再⽣品 

3．その他 

 
８ 



⾦融︓取引に関連する⾦銭情報  

持続可能な⾦融︓経営上の意思決定や

投資戦略にESG（環境、社会、 

ガバナンス）原則を取り組むこと 

専⾨委員会 ISO/TC 322    

規格番号 ISO 32210  

気候変動の活動への投資で 

どれを選びますか︖ 

1．⻑期的な脱炭素技術の開発 

2．気候変動適応に取り組む 

   企業と提携     

3．その他 

        じぞくかのう        きんゆう 

持続可能な⾦融  

９ 

ていけいじぎょうかんけい 

提携事業関係マネジメントシステム  

提携事業関係︓組織内または組織間の協⼒的な 

ビジネス関係  

マネジメントシステム︓組織の⽅針や⽬標を定め、 

その⽬標を達成するために組織を管理する仕組みのこと  

パーパス経営︓企業の経営理念として⾃社の存在意義を

明確にしてどのように貢献していくか⽬的を掲げるとこ 

専⾨委員会 ISO/TC 286  

規格番号 ISO 44001  

気候変動対策を推進する上で、何について

どのような連携事業を⾏いますか︖ 

1．SDGsの分野 環境 経済 社会  

2．連携先 公的機関、産業界、NGO 

3．利害関係者資本主義とパーパス経営 

4．その他 

 

 

 
10 

グリーンファイナンス 
グリーンファイナンス︓環境に配慮 

したプロジェクトや資産、活動を 

サポートする⾦融商品、製品または

サービス 

専⾨委員会 ISO/TC207/SC4 

規格番号 ISO/DIS14100 

グリーンファイナンスによって集めた

資⾦をどのように運⽤しますか︖ 

1．グリーンボンド 

2．ローン 

3．ESG地域⾦融 

4．その他 

 
11 

 エネルギーマネジメント   

エネルギーマネジメント︓ 

エネルギー効率の監視、分析、 

報告及び改善のためのプロセス  

専⾨委員会 ISO/TC 242  

規格番号 ISO 50001  

エネルギーマネジメントで重要なのは

何ですか︖  

1．省エネルギー 

2．創エネルギー 

3．畜エネルギー 

4．その他 

 
12 



 きこうへんどうたいさくこうどう 

気候変動対策⾏動 

 気候変動の対策として何を 

⾏いますか︖ 

1．IOTの活⽤で予想される 

     危機の管理 

2．再⽣可能エネルギーの導⼊ 

3．その他 

気候変動対策︓実際の気候または

予想される気候影響、その影響に

応じた⽣態学的、社会的および 

経済システムの調整  

専⾨委員会 ISO/TC 207 /SC7   

規格番号 ISO 14080  

 
13 14 

                   じぞくかのうせい きじゅん 

バイオエネルギーの持続可能性の基準    

 バイオエネルギー︓地下資源や化⽯燃料を除く

⽣物学的起源の原料由来のエネルギー 

有害なバイオエネルギー︓（例）パームオイルを

⽣産するために、熱帯⾬林の⽊を切り倒し森林が

減少→CO2の吸収源の減少、⽣物の住処の消失 

 

専⾨委員会 ISO/TMBG   

規格番号 ISO13065:2015 

バイオマスエネルギーを活⽤して 

どのような緩和策を選択しますか︖ 

1．CO2削減 

2．廃棄物再利⽤ 

3．その他 

 

           おんしつこうか 

温室効果ガス    

温室効果ガス︓地球から放射された⾚

外線を吸収する、⾃然および⼈為的に

より発⽣する⼤気のガス状成分 

専⾨委員会 ISO/TC207/SC7  

規格番号 ISO14064 

温室効果ガスを減らすために 

できることは何ですか︖ 

１．カーボンニュートラル 

２．グリーンバリューチェーン 

３．その他 

 
15 

   きこうへんどう      かん       ほうほうろん 

気候変動に関する⽅法論    

気候変動対策︓気候変動政策の 

下での緩和、適応の優先順位に 

基づいて気候変動対策、⽬標を 

達成するために率先して⾏う 

専⾨委員会 ISO/TC207/SC7  

規格番号 ISO14080  

気候変動への緩和策と適応策を⾏う上

で何が重要となりますか︖ 

1．⽣物多様性保全への貢献 

2．持続可能性を考慮した事業展開 

3．その他 

 

 

 

 
16 



        しょう 

省エネルギー  

省エネルギー︓エネルギーの使⽤

量を減らすこと 

 

専⾨委員会 ISO/TC 301           

規格番号 ISO 17742  

エネルギーの使⽤を減らすためにどの対策

をしますか︖ 

1．脱炭素型ライフサイクルをサポート 

     する商品・サービスの展開 

2．地域に合わせたエネルギー 

     マネジメントの実現 

3．その他 

 
17 

                       かいせき 

AIビッグデータ解析  

ビッグデータ︓事業に役⽴つ 

知⾒を導出するためのデータ 

 

専⾨委員会 ISO/IEC JCT 1/SC 42 

規格番号 ISO/IEC 24668  

 ビックデータを利⽤してどのように 

気候変動リスクへの対応をしますか︖ 

1．これまでの既存データを 

     把握させる 

2．気温変化のパターン化 

3．その他 

 
18 

      にさんかたんそかいしゅう 

⼆酸化炭素回収システム   

⼆酸化炭素回収と貯蔵︓産業やエ

ネルギー関連の発⽣源からのCO2

の分離、輸送、および地層への注

⼊からなるプロセス  

 

専⾨委員会 ISO/TC 265 

規格番号 ISO/TR 27912 

回収した⼆酸化炭素を利⽤して 

どのように気候変動に適応しますか︖ 

1．⼆酸化炭素を海⽔中に融解 

2．⼆酸化炭素を地中に貯蓄 

3．その他 

19 

   たてもの                    こうりつ 

建物のエネルギー効率    

エネルギー効率︓エネルギーを 

有⽤な仕事（熱や光）に変換する

効果 

専⾨委員会 ISO / TC 205 

規格番号 ISO23045 

建物のエネルギー効率を改善する⽅法とし

て何を⾏いますか︖ 

１．暖房、空調、照明システムなどの改修 

２．再⽣可能エネルギーを導⼊ 

３．断熱材の改善 

４．その他 

20 



      きこうへんどう            てきおう 

気候変動への適応    

気候変動への適応︓実際に起きて

いる、または予想される気候と 

その影響への調整のプロセス 

 

専⾨委員会 ISO/TC207/SC7  

規格番号 ISO14090 

気候変動の適応策として何を⾏います

か︖ 

1．施設の整備を中⼼とした適応策 

2．社会構造の観点からの適応策 

3．防災対策を中⼼とした適応策 

4．その他 

21 

じょうほうきょうゆう 

情報共有    

緊急事態管理共有情報︓災害等緊急時に共

有される情報  

災害情報共有システム︓災害発⽣時に、 

⾃治体等が、メディアを通じて住⺠等に 

対して必要な情報を伝達する共有基盤 

専⾨委員会 ISO/TC 292      

規格番号 ISO / TR 22351  

 災害情報をどのように 

⼊⼿しますか︖  

1．災害情報共有システム 

2．リアルタイムの防災データ  

3．その他  

 

 

22 

     そしき 

組織のレジリエンス    

組織のレジリエンス︓変化する 

環境に順応し、適応する組織の 

能⼒ 

専⾨委員会 ISO/TC292      

規格番号 ISO 22316  

組織としてどの気候変動適応を

⾏いますか︖ 

1．業務プロセスの標準化 

2．業務プロセスのシステム化 

3．その他 

23 

スマートウォーターマネジメント    

スマートウォーターマネジメント︓                

情報通信技術（ICT）とリアルタイム のデータ

やレスポンスを、⽔管理の 課題解決に不可⽋な

要素として活⽤する    

スマートウォーター︓⽔供給全体を管理し、    

各プロセスの状況をデータで把握することによ

り、運⽤改善を進ませるシステム         

専⾨委員会 ISO/TC224 

規格番号 ISO24591-1  

スマートウォーターの⽔管理で 

実施したいのは何ですか︖  

①⽔流データを⽤いた⽔管理  

②降⾬データを⽤いたリスク管理 

 ③その他 

24 



25 

                       けいぞく 

ICTのサービス継続    

ICTのサービス継続管理︓天災、テロなどの災害

によってサービスが停⽌に追い込まれた際、 

サービス利⽤者と合意した、もしくは⾃社で定義

した時間内にサービスを復旧させ、ビジネス  

インパクトを最⼩限度に抑えるためのプロセス 

  

専⾨委員会 ISO/IEC JTC １/SC27    

規格番号 ISO / IEC 27031  

災害時のICT活⽤で重要な適応策は 

何ですか︖  

1．遠隔バックアップ  

2．遠隔地へのシステム切り替え  

3．その他 

26 

  とし      じぞくかのう   かいはつ   かいふくりょく  
都市の持続可能な開発と回復⼒    

レジリエンス（回復⼒）︓変化する 

環境を順応して適応する能⼒ 

  

専⾨委員会 ISO/TC 268  

規格番号 ISO / TR 37121  

都市の持続可能な発展を推進しつつ⾏う、 

気候変動に対するレジリエンスは 

何がありますか︖ 

1．治⽔対策 

2．感染対策 

3．その他 

 

27 

でんせんびょうよぼう 

伝染病予防 

伝染病︓細菌、ウイルスなどの病原体

の体内への侵⼊、増殖によって発病し

その病原体に感染させることによって

他⼈にも同種の病気を起す可能性の 

⾼い病気。  

専⾨委員会 ISO / TC 190 / SC 7 

規格番号 ISO 28901 

どの伝染病の対策をしますか︖ 

1．平常時の有害⽣物・物質の駆除 

2．各種伝染病の対応マニュアル 

   の作成 

3．その他 

     さいがいそうきけいこく 

災害早期警告システム  

早期警告システム︓確⽴された

ネットワークを介して情報を公衆

に伝達する⽅法   

    

専⾨委員会 ISO/TC 292    

規格番号 ISO22328-1  

 早期警報システムで重要なのは 

何ですか︖  

1．リスク知識  

2．監視及び警告サービス  

3．その他 
28 



しせつかんり 

施設管理  
施設管理︓⼈々の⽣活の質とコア  

ビジネスの⽣産性を向上させることを

⽬的として構築された環境内で、⼈・

場所・プロセスを統合する組織機能  

 

専⾨委員会 ISO/TC 267      

規格番号 ISO 41001︓2018 

施設のレジリエンス強化で重要なのは

何ですか︖  

1． 事前防災             

2．減災  

3．インフラの整備・維持・管理    

4．その他 

29 

         かんきょう 

環境ラベル  

環境ラベル︓地球の環境負荷の 

低減に繋がる商品やサービスに 

ラベルがつけられる制度のこと  

 

専⾨委員会 ISO / TC 207 / SC 3          

規格番号 ISO 14020  

気候変動適応に貢献するためにどの環境 

ラベルを使⽤しますか︖ 

1．森林に⽣息する動植物に関わるラベル 

2．⽔資源や持続的可能な漁業に関わる 

   ラベル 

3．気候変動に関する情報開⽰のラベ

ル 

30 

ライフサイクルアセスメント  

ライフサイクルアセスメント︓商品や

サービスの原料調達から、             

廃棄・リサイクルに⾄るまでの       

ライフサイクル 全体を通しての     

環境負荷を数値化し算定する⼿法  

専⾨委員会 ISO / TC 207 / SC 5 

規格番号 ISO 14044 

ライフサイクルアセスメントの脱炭素

の取り組みは何がありますか︖ 

1．リサイクル性の優れた素材の利⽤ 

2．再⽣可能エネルギーの導⼊ 

3．その他 
 

 

 

31 

ねっちゅうしょう 

熱中症  
  熱中症︓体温が上がり、体内の⽔分

や塩分のバランスが崩れたり、体温の

調節機能が働かなくなったりするな

ど、体温の上昇やめまい、けいれん、

頭痛などの様々な症状を起こす病気の

こと 

専⾨委員会 ISO / TC159/SC5 

熱中症予防でどのような対策を

取り⼊れますか︖ 

1．屋外の現場、オフィスでの              

     労働設備の改善 

2．脈拍データをリアルタイムで送信 

3．その他 

32 



ろうどうあんぜんえいせい 

労働安全衛⽣マネジメントシステム 

 労働安全衛⽣︓就業環境における

安全、保健、豊かさを守ることを

⽬的とする分野。 

  

専⾨委員会 ISO/PC 283  

規格番号 ISO 45001  

労働者の安全・健康を確保するために

どのような変化を取り⼊れますか︖ 

1．クールビズを取り⼊れ、               

      熱中症を予防する 

2．屋外労働の時間帯変更 

3．その他 

33 

せいたいけい 

⽣態系  
⽣態系︓⾷物連鎖などの⽣物間の     

相互関係と、⽣物とそれをとりまく 

無機的環境（⽔、⼤気、光など）の間

の相互関係を総合的にとらえた       

⽣物社会のまとまりのことを⽰す概念  

専⾨委員会 ISO / TC 71 / SC 8 

規格番号 ISO 13315  

どの⽣態系の危機に対して対応しますか︖ 

1．⼈間の活動による⽣態系の破壊、     

   種の減少・絶滅 

2．⾥地、⾥⼭など⼈間の働きかけの    

     減少による影響 

3．外来⽣物による⽣態系のかく乱 

4．その他 34 

かせんほしゅう 

河川補修 
河川補修︓河川の傷んだ場所を補い、  

つくろうこと。 

（ダムや堤防の建設、砂防⼯事） 

利⽔︓⽔の利⽤をはかること 

低⽔︓⼀般に、常時⽔が流れている状態 

専⾨委員会 ISO/TC282/SC2 

規格番号 ISO 20760-2 

河川の整備、補修で重要だと  

考えられるのは何ですか︖ 

1．洪⽔防御計画 

2．利⽔計画、低⽔計画 

3．河川環境保全計画 

4．その他 35 

         みず      さいりよう 

⽔の再利⽤ 
⽔の再利⽤︓⾬⽔タンクを設置し、 

⾬⽔を溜め、⽣活⽤⽔として利⽤する

ことで節⽔に貢献 

 

専⾨委員会ISO / TC 282 / SC 2 

規格番号 ISO 20760-1 

⾬⽔、再⽣⽔をどのように利⽤   

しますか︖ 

1．⽥畑に再利⽤ 

2．雑⽤⽔としてトイレで使⽤ 

3．その他 

 

36 



   きしょうがく       きしょう 

気象学・気象レーダー 

気象レーダー︓局所的で⾮常に 

詳細な3次元的な情報の検知及び

観測機能を提供  

 

専⾨委員会 ISO/TC146/SC5 

規格番号 ISO19926 

気象災害から⾝を守るためにでき

ることは何ですか︖ 

1．天気予報 

2．防災アプリ 

3．その他 

37 

しぜんさいがい 

⾃然災害 
⾃然災害防⽌︓情報技術を通して

情報収集し、災害に備える。 

専⾨委員会︓ISO/TC268 

規格番号︓ISO 37123  

気候変動による⾃然災害がを防ぐ

ための取り組みは何ですか︖ 

1．危険な密集市街地の整備 

2．地域防災ネットワークの構築 

3．その他 
 

38 

しゃかいてきせきにん 

社会的責任 
社会的責任︓ 組織の活動や決定が

社会や環境に及ぼす影響について

組織が担う責任 

専⾨委員会  ISO/TMBG 

規格番号 ISO 26000 

社会的責任の中で重要な分野は   

どれだと考えますか︖ 

1. 環境 

2. 社会 

3. 経済 

39 

 てきけいじぎょうかんけい 

提携事業関係マネジメントシステム 

提携事業関係︓組織内または組織

間の協⼒的なビジネス関係 

専⾨委員会 ISO/TC 286  

規格番号 ISO 44001 

ＳDGsを推進する上で、どこと連

携事業を⾏いますか︖ 

１．公的機関 

２．産業界 

３．NGO 

４．その他 
40 



       とし 

都市のレジリエンス  

都市のレジリエンス︓変化する環境におい

て、住⺠とともに衝撃を予測、準備、     

対応、吸収しストレスや課題に直⾯して  

積極的に適応して変⾰すると同時に包摂的

で持続可能な開発を促進する都市システム

の能⼒ 

専⾨委員会 ISO/TC 292 

規格番号 ISO / TR 22370 

都市のレジリエンスをどうやって    

⾼めますか︖ 

１．教育 訓練  

２．データ収集と診断 

３．実践  

４．その他 

41 

レジリエントシティ         

レジリエントシティ︓衝撃や     

ストレスに備え、それらから回復

し、適応することができる都市 

 

専⾨委員会 ISO/TC268 

規格番号 ISO 37123 

都市の回復⼒評価指標で重要なのは何です

か︖ 

１．環境 気候変動 エネルギー        

  廃棄物 ⽔ 

２．経済 ⾦融 農業 交通 

３．社会  教育  ガバナン 健康  

  家 ⼈⼝ 安全 都市計画 

42 

じぎょうけいぞく 

事業継続マネジメントシステム 

事業継続︓事業の中断・阻害などを引

き起こす状況の発⽣後も製品または

サービスを提供し続ける組織の能⼒ 

専⾨委員会ISO/TC 292  

規格番号 ISO22301 

震度7の⼤地震発⽣後いち早く事業を

再開するために何をしますか︖ 

 

１．電⼒復旧 

２．再発防⽌ 

３．その他 

43 

イノベーション︓新しい製品や

サービスの探求、発⾒、実験、 

開発、実装、採⽤ 

専⾨委員会 ISO/TC 279  

規格番号 ISO 56002:2019 

 

スマート社会を実現する上で 

イノベーションに求めるのは 

何ですか︖ 

１．社会課題の解決 

２．最先端技術の開発 

３．その他 

イノベーションマネジメント  

44 



   きこうへんどうかんれん       とうゆうしかつどう 

気候変動関連の投融資活動 

気候変動に関連する投資と    

資⾦調達活動を評価および報告 

するための原則と要件 

専⾨委員会 ISO/TC 207 

規格番号 ISO 14097 

気候変動に対する投資では何を重視し

ますか︖ 

１．投資先の透明性 

２．投資先が実際に与える気候⽬標の 

  達成度 

３．その他 

45 

H₂

ねんりょうようすいそ 

燃料⽤⽔素 
燃料⽤⽔素︓         

⽔素を利⽤したエネルギー  

専⾨委員会 ISO/TC 197 

規格番号 ISO 14687 

⽔素社会を実現する上で重要なの

は何ですか︖ 

1．⽔素燃料供給施設の増加 

2．⽔素燃料の低コスト化 

3．その他 

46 

 かんきょう                      ひょうか 

環境パフォーマンス評価 
環境パフォーマンス評価︓                            

組織の環境パフォーマンスに関して、     

指標の選択、データの収集と分析、      

環境パフォーマンス基準に照らした情報の評価、

報告と伝達、およびこのプロセスの定期的な  

⾒直しと改善によって、経営者の意思決定を  

促すプロセス 

専⾨委員会 ISO/TC 207 

規格番号 ISO 14030 

重点的に測定する             

環境パフォーマンスは何ですか︖ 

1．エネルギー、廃棄物等の     

   投⼊・排出 

2．環境マネジメント 

3．その他 

47 

シェアリングエコノミー 
シェアリングエコノミー︓プラット

フォームによりプロバイダと顧客が 

情報技術を使⽤して⼗分に活⽤されて

いない商品やサービスを交換できる 

経済活動の形態 

専⾨委員会 ISO/TC 324 

規格番号 ISO 42500 

シェアリングエコノミーを     

提供する場合は何を提供しますか︖ 

１．スキル  

２．お⾦ 

３．モノ 

４．その他 

48 



スマートマニュファクチャリング  

スマートマニュファクチャリング:      

⼯場内の設備等に情報通信技術及び 

情報処理技術を取り⼊れて⼯場の  

⽣産性の向上や新しいビジネスの  

創造を⽬指す技術  

専⾨委員会 ISO/TC 184 

規格番号 ISO/IEC TR 63306 

スマートマニュファクチャリングを 

活⽤して⼯場内のどのような対策を 

優先しますか︖ 

１．⽣産性の向上   

２．⼈⼿不⾜ 

３．ビジネスの創造  

４．その他 49 

                      けいぞく 

サプライチェーン継続 

サプライチェーン継続︓    

サプライチェーンへの事業継続 

管理の適⽤ 

専⾨委員会 ISO/TC 292 

規格番号 ISO/TS 22318 

サプライチェーン継続戦略の選択肢 

として重視するのは何ですか︖ 

１．依存性の低下 

２．レジリエンスの強化 

３．サプライチェーンとの協働 

４．その他 

50 

リスクマネジメント 
リスクマネジメント︓起こりうる  

脅威、その結果、成功の確率または 

可能性の分析に基づいて、経営上の 

意思決定を⾏うプロセス 

専⾨委員会 ISO/TC 262 

規格番号 ISO 31000 

被害にあった際、どのリスクに対し 

優先的に対策しますか︖ 

１．環境（気候変動） 

２．経済 

３．社会（感染症、雇⽤ 教育等） 

51 

スマートグリッド 
スマートグリッド︓      

電気の安定性と可⽤性を向上させ

るための⾃動化を備えた情報通信

技術を使⽤した配電システム 

専⾨委員会  ISO/IEC TC57 

規格番号 ISO/IEC 61970 

スマートグリッドで可能な事のう

ち何を優先し⾏いますか︖ 

１．電⼒の最適化 

２．災害時の電⼒供給 

３．その他 

52 



しせつかんりせんりゃく 

施設管理戦略 

施設管理戦略︓          

要求組織の分析されたニーズ、   

提案された施設管理ソリューション、

および実施のための概略計画を⽰す 

ステートメント 

専⾨委員会 ISO/TC 267 

規格番号 ISO 41014 

レジリエンスに関する施設管理戦略で

重点的に対策をする分野は何ですか︖ 

１．⽔害    

２．停電  

３．地震    

４．パンデミック 

53 

グリーンITS 
グリーンITS︓運輸部⾨における環境

に配慮した低炭素グリーン成⻑に向け

た新しい概念の輸送システムを、  

世界的な政策として推進する 

専⾨委員会 ISO/TR20529-1︓2017 

規格番号 ISO/TC204 

⾼度道路交通システムにおいて何を導⼊し

ますか︖ 

１．エコカーを基盤とした          

  エコ輸送システム  

２．⾞両に安全警報や駐⾞案内サービス   

  を提供  

３．その他 

54 

さばくかぼうし 

砂漠化防⽌ 
砂漠化︓気候変動や⼈間活動を 

含む様々な要因に起因する乾燥、

半乾燥、および乾燥した亜湿潤 

地域における⼟地劣化のプロセス  

専⾨委員会 ISO14055 

規格番号 ISO/TC207/SC5 

砂漠化を防⽌するために何を 

⾏いますか︖ 

１．植林活動などの⾃然の回復 

２．農業開発の⽀援 

３．その他 

55 

げんざいりょう   じゅんかんか 

原材料の循環化 

 循環型原材料︓      

再⽣（リサイクル）された  

原材料や⽣物由来の素材など 

専⾨委員会 ISO14009:2020 

規格番号 ISO/TC207/SC1 

製品における循環化で何を重要視

しますか︖ 

１．製品内の原材料の種類と数量 

２．製品寿命の延⻑ 

３．その他 

56 



かんきょう                    きこう 

環境マネジメントシステム-気候 

環境マネジメントシステムにおける 

気候変動︓ISO14001の中で、気候

に関連した環境側⾯及び状態に取り 

組むための指針、PDCAサイクル 

専⾨委員会 ISO14002-3 

規格番号 ISO/TC207 

環境マネジメントシステムの要求事項の中

で、気候に関して最も尽⼒したいのはどれ

ですか︖ 

1．計画 

2．運⽤ 

3．パフォーマンス評価 

4．改善 

5．その他 57 

かんきょう                 じょうほう 

環境フットプリント情報 
環境フットプリント情報︓環境に負荷

を与える物質を定量化し、製品やサー

ビスなどに対する表⽰をすること 

 

専⾨委員会 ISO14026 

規格番号 ISO/TC207/SC3 

環境フットプリント情報で最も厳格に

定量化し、表⽰のはどれですか︖ 

1．⼆酸化炭素 

2．使⽤された⽔や汚染された⽔ 

3．その他 

58 

カーボンニュートラル 

カーボンニュートラル︓2050年まで

に、温室効果ガスの 排出を全体とし

てゼロにする取り組み 

 

専⾨委員会 ISO/TC207/SC7 

規格番号 ISO/CD14068 

組織でのカーボンニュートラルに

対する取り組みで最も集中するの

はどれですか︖ 

1．省エネ 

2．⼆酸化炭素回収・貯蓄（CCS) 

3．その他 

59 

グリーンボンド 

グリーンボンド︓ 企業や地⽅⾃治体

等の組織が、グリーンプロジェクトに

必要な資⾦を調達するために発⾏する

債券  

専⾨委員会 TC207/SC4 

規格番号 ISO14301-1 

グリーンボンドで得た資⾦を活⽤

して、どの事業を実施しますか︖ 

1．再エネ・省エネ 

2．廃棄物処理 

3．その他 

60 



グリーンローン 

グリーンローン︓ 企業や地⽅⾃治体

等の組織が、グリーンプロジェクトに

必要な資⾦を調達するために⾏う融資  

専⾨委員会 TC207/SC4 

規格番号 ISO14301-2 

グリーンローンで融資する組織を

どのように評価しますか︖ 

1．環境活動 

2．透明性 

3．その他 

61 

タクソノミー 

タクソノミー︓ 「持続可能性に貢献

する経済活動」を分類・列挙したもの  

 

専⾨委員会 TC207/SC4 

規格番号 ISO14301-3 

持続可能性に貢献する経済活動を

どのように分類しますか︖ 

1．気候変動緩和 

2．気候変動適応 

3．その他 

62 

   かんきょう          

環境コミュニケーション 
環境コミュニケーション︓事業者の事

業内容や取り扱っている化学物質など

に関する情報をすべての関係者が正確

な情報を共有し、相互理解を図るため

に⾏う取組  

専⾨委員会 ISO/TC207/SC4 

規格番号 ISO14063 

どの分野の環境コミュニケーションに

⼒を⼊れますか︖ 

1．気候変動適応 

2．気候変動緩和 

3．その他 

63 

  そしき            てきおうけいかく 

組織のための適応計画 
気候変動適応計画︓企業や地⽅⾃治

体、組織などが策定する気候変動適応

事業の計画 

専⾨委員会 ISO/TC207/SC4 

規格番号 ISO14063 

計画を⽴案する際に最も重要視するも

のはどれですか︖ 

1．健康 

2．災害対策 

3．その他 

64 



  きこうへんどう               ほじょきん 

気候変動レジリエンス補助⾦ 

気候変動レジリエンス補助⾦︓気候 

変動に関して想定されるリスクに対す

るレジリエンスへの補助⾦ 

専⾨委員会 ISO/TC207/SC7 

規格番号 ISO14093 

どのリスクに着⽬したレジリ 

エンス補助⾦を活⽤しますか︖ 

1．災害 

2．感染症 

3．その他 

65 



かいめんじょうしょう 

海⾯上昇 

 気候変動によって海⾯上昇が発⽣し、⾼潮

や浸⽔災害が発⽣。 

海⾯上昇︓地球温暖化によって海⽔の温度

が上昇し、海⽔の体積が増加すること。 

【適応】 

⾼所に拠点を移動 

防波堤の設置 

お⾦を30万円失います。 

1 

しんりん     ばっさい  

森林の伐採 
森林が伐採され、温室効果ガスが吸収され

る量が減ってしまいました。 

温室効果ガス︓太陽からの熱を地球に 

閉じ込める⼤気中の⼆酸化炭素やメタン 

などのガスのこと。 

【適応】 

 植林 

お⾦を10万円失います。 

２ 

       そう    はかい 

オゾン層の破壊 
フロンガスの影響によりオゾン層が破壊され、⽩

内障や⽪膚がんの発⽣。 

フロンガス︓エアコンや冷蔵庫の冷媒に使⽤ 

されていた、オゾン層を破壊する化学物質。 

【緩和】 

ノンフロン製品の普及 

ノンフロン製品︓オゾン層破壊の原因となるフロ

ン類を使わない製品のこと。 

お⾦を30万円失います。 

３ 

かん        はっせい 

⼲ばつの発⽣ 
温暖化によって⻑い間⾬が降らなかったため、 

⼲ばつが発⽣しました。 

⼲ばつ︓⾬が降らないことで⽔不⾜が起こって 

しまうこと。 

【適応策】 

灌漑農業
かんがいのうぎょう

の導⼊。灌漑農業
かんがいのうぎょう

︓河川や地下⽔、湖

から⽔を引き、農業物を育てるために⼈⼯的に給

⽔したり排⽔をすること。 

お⾦を30万円失います。 

４ 



                   ひがいかくだい 

コンピューターシステムの被害拡⼤ 

気候変動による台⾵や津波、洪⽔の増加 

により、⾃社のコンピューターシステム等

への被害が拡⼤した。 

【適応策】 

システムのバックアップサイトの 

設置。プログラム、データ等の遠隔・ 

分散保管。ICTのサービス継続。 

お⾦を30万円失います。 

５ 

さくもつ  げんしょう          ひんしつていか 

作物の減少・品質低下 

気候変動による気温上昇・台⾵・

豪⾬の被害によって作物の減少・

品質低下がおこった。 

【適応策】 

室内栽培⼯場・施設の設置 

品種改良 

お⾦を10万円失います。 

６ 

     ひさいちしえん       とど             

被災地⽀援が届かない 
気候変動による災害の被災地への

⽀援物資の供給がストップし危機

に陥りました。 

【適応】 

ドローンを使⽤した状況確認・ 

物資の運搬 

お⾦を20万円失います。 

７ 

         ぜいじゃく     こくど 

脆弱な国⼟ 

気候などの国⼟、⾃然条件から、

地震、台⾵、集中豪⾬などの⾃然

災害に対し、脆弱な国⼟により、

国際的な信頼性が失われました。 

【適応】 

 国⼟強靱化 

お⾦を20万円失います。 

8 



        ぼうさいいしき     うす 

防災意識の薄れ 

防災意識の薄れによって 

災害時の備えが不⾜しました。 

【適応】 

ハザードマップ 

お⾦を10万円失います。 

９ 

たかしお 

⾼潮 

⾼潮によって取引先に影響

を与えてしまいました。 

【適応】 

⾼地に避難、堤防、⼟のう

の設置 

お⾦を20万円失います。 

10 

たつまき     はっせい 

⻯巻が発⽣ 
⻯巻が発⽣し、周辺の施設に 

⼤きな影響を与えました。 

【適応】 

屋外では頑丈な建物の物陰に⼊

る。 

 

お⾦を20万円失います。 

11 

どじょうおせん    はっせい 

⼟壌汚染の発⽣ 

酸性⾬の影響を受け、⼟壌汚染が起こって

しまいました。 

⼟壌汚染︓⼟壌に⾃然環境や⼈の健康・ 

⽣活に影響が出る不純物が含まれること 

【適応】 

酸性⾬に強い⼟を使う 

お⾦を30万円失います。 

12 



ちきゅうおんだんか 

地球温暖化 
エネルギーの効率的な利⽤を 

⾏わず、温暖化が加速しました。 

【緩和】 

ごみを減らし、紙やペットボトル

を適切にリサイクルするなど。 

 

お⾦を50万円失います。 

13 

             とうし    しっぱい 

ESG投資に失敗 
ESGの投資に失敗してしまったため、

お⾦を失います。 

ESG︓持続可能な世界のためを実現 

するための3つの取り組みのこと。 

【緩和】 

投資についての知識を⾝につける 

お⾦を20円失います。 

14 

                 はっせい 

パンデミックの発⽣ 

パンデミックの発⽣により、様々な施設に

⼤きな影響が出ました。 

パンデミック︓蚊などの媒介動物が原因と

なる病気が国から国に広がるのをもはや 

制御できない段階に達したこと 

【適応】 

⼿洗い・消毒の徹底。マスクの着⽤ 

お⾦を50万円失います。 

15 

かんせんしょう 

感染症 
             ばいかい 

気温の上昇によって媒介⽣物 
 
(蚊)の数が増加し感染拡⼤の 

リスクが増加した。 

【適応】 

ワクチンの開発・接種 

お⾦を50万円失います。 

16 



きこうへんどう        しぜんさいがい 

気候変動による⾃然災害 

気候変動の影響で台⾵・洪⽔が 

発⽣し、被害を受けた。 

【適応策】 

気象変動予測（AIビックデータ）

の導⼊。気象学レーダーの導⼊。

堤防の設置。 

お⾦を30万円失います。 

17 

        ねっちゅうしょう    ぞうか 

熱中症の増加 

気温が上昇し、熱中症に 

なる従業員が増加した。 

【適応】 

 ⽔分補給、涼しい服装、 

帽⼦の着⽤。 

お⾦を10万円失います。 

18 

せいたいけい     はかい 

⽣態系の破壊 

気候変動による気温・⽔温

の上昇による、⽣態系の 

破壊の発⽣。 

【適応】 

⽣態系の保護施設の設置 

お⾦を30万円失います。 

19 

みずぶそく 

⽔不⾜ 

異常気象、温暖化が進み各地で

⽔不⾜が発⽣した。 

【適応】 

⽔の再利⽤ 

スマートウォーター 

お⾦を30万円失います。 

20 



         おんしつこうかがす 

温室効果ガス 

製造業の⽣産過程で発⽣する 

温室ガスにより、気候変動が 

深刻化しました。 

【緩和】 

カーボンフットプリントの導⼊ 

お⾦を40万円失います。 

21 

かせきねんりょう 

化⽯燃料 
化⽯燃料による温室効果ガスの排出が 

増加し、気候変動が深刻化しました。 

【緩和】 

天然ガスの使⽤ 

バイオマスエネルギーの使⽤ 

⼆酸化炭素回収システム 

お⾦を20万円失います。 

22 

おおあめ    こうずい 

⼤⾬・洪⽔ 

⼤⾬による洪⽔の被害が 

発⽣しました。 

【適応】 

河川補修 

防波堤・堤防の設置 

お⾦を30万円失います。 

23 

はいきぶつしょり 

廃棄物処理 
⼤量の廃棄物処理をしたため、温室効

果ガスの発⽣が増加し、気候変動が深

刻化しました。 

【対策】 

サーキュラーエコノミーの実施 

エコデザイン 

お⾦を20万円失います。 

24 



きぎょう               ていか 

企業イメージの低下 
企業が製品を⽣産する過程で放出する

⼤量の温室ガスにより企業のイメージ

が低下した。 

【適応】 

ライフスタイルアセスメント 

環境ラベル 

お⾦を30万円失います。 

25 

             かじょう 

エネルギー過剰 
エネルギー消費量の増加により、

気候変動が深刻化。 

【緩和】 

エネルギーマネジメントシステム

の導⼊ 

省エネ 

お⾦を10万円失います。 

26 

しきんぶそく 

資⾦不⾜ 
地球温暖化対策のための再⽣可能

エネルギーへの投資する資⾦が 

不⾜した。 

【適応】 

グリーンファイナンス 

お⾦を10万円失います。 

27 

         ひなん     おく 

避難に遅れる 
災害時に事前の準備・情報共有が

不⼗分だったため、避難に遅れ

た。 

【適応】 

災害早期警告システム 

情報共有 

お⾦を30万円失います。 

28 



グリーンウォッシュ 

グリーンウォッシュが発覚し、⼤きく信頼を失い

ました。 

グリーンウォッシュ︓実際は環境改善効果がな

く、不正に⽔増しされていたり、調達資⾦が適正

に環境事業に当てられてないこと 

【緩和】 

環境活動に取り組む、情報共有 

お⾦を40万円失います。 

29 

   しじょう     ひょうか 

市場で評価されない 
温室効果ガス削減に取り組んでいな

かったことから、市場で評価されなく

なりました。 

【適応】 

温室効果ガス削減の取組みを⾏う 

 

お⾦を20万円失います。 

30 

かぶかげらく 

株価下落 
環境への配慮が不⾜していこと

が株価の下落を招きました。 

【適応】 

環境活動に取り組む 

お⾦を20万円失います。 

31 

           かくづ          げらく 

ESG格付けの下落 
ESG格付けが下落しました。 

ESG投資︓環境、社会、ガバナン

スの３つの観点を含めた投資活動

のこと。 

【適応】 

ESG投資を⾏う 

お⾦を10万円失います。 

32 



ふっきゅう    ちえん 

復旧の遅延 
交通機関の復旧の遅延により、

活動再開ができません。 

【適応】 

耐震補強⼯事 地下⽔ゲートの

設置 

お⾦を10万円失います。 

33 

      せいじょうせい 

正常性バイアス 
災害時に正常な判断を⾏えず、 

事故に遭いました。 

正常性バイアス︓根拠なく⼤丈夫

と思ってしまう⼼理 

【適応】 

防災訓練を⾏う 

お⾦を10万円失います。 

34 

きこうへんどう                ぞうか 

気候変動リスクの増加 
温室効果ガスの管理を怠っていたため、気

候変動リスクが増加しました。 

気候変動リスク︓異常気象などによりこの

ような影響を受ける可能性  

【適応】 

クリーンエネルギーの導⼊ 

廃棄物の抑制 

お⾦を30万円失います。 

35 

きこうへんどう            いじょうきしょう 

気候変動による異常気象 

気候変動の影響で異常気象が起

こり、被害を受けました。 

【適応】 

災害早期警告システム、気

象レーダーの導⼊ 

お⾦を50万円失います。 

36 



じょうほうかくさ 

情報格差 
モバイル⾦融サービスの普及の遅れにより

情報格差が広がりました。 

情報格差︓インターネット等の情報通信技

術を利⽤できる者と利⽤できない者との間

に⽣じる格差  

【適応】 

インフラの整備 

お⾦を20万円失います。 

37 

だいていでん 

⼤停電 
スマート技術を導⼊しておらず、

⼤停電の発⽣により活動が停⽌し

ました。 

【適応】 

予備電源の確保 

在宅勤務の代替え⽅法の確保 

お⾦を50万円失います。 

38 

                        すんだん 

サプライチェーン⼨断 
移動・操業制限措置によって、サプライチェーン

が⼨断・停滞しました。 

サプライチェーン︓原料調達・製造・物流・  

販売・廃棄等、⼀連の流れ全体 

【適応】 

サプライチェーン、リスクマネジメントの実施 

⽣産拠点の分散 

お⾦を20万円失います。 

39 

   かんきょうはいりょがたせいひん 

環境配慮型製品が売れない 

新しく開発した環境型配備製品の

売れ⾏きが不調になりました。 

環境型配備製品︓環境に配慮あるいは

環境保全に貢献している製品の⼀つ  

【適応】 

エシカル消費への関⼼を⾼める 

お⾦を20万円失います。 

40 



    さいがい    ともな     きんゆうきき 

災害に伴う⾦融危機 
持続可能な⾦融に取り組まなかったた

め、⾦融危機に陥りました。 

持続可能な⾦融︓環境、社会、ガバナ

ンスの３つの観点を含めた投資活動 

【適応】 

ESG投資 

お⾦を20万円失います。 

41 

         しじょう 

市場を失う 
ＤXに対応できず市場を失いました。 

DX︓デジタル技術による（⽣活や 

ビジネスの）変⾰ 

【適応】 

AIビックデータの導⼊ 

お⾦を40万円失います。 

42 

しんしじょう     げんしょう 

新市場の減少 

新市場が減少し、売上が 

減少しました。 

【適応】 

顧客ニーズに合わせた市場

の開拓 

お⾦を10万円失います。 

43 

        ばいでん 

売電できない 

売電できずエネルギーの 

最適化が⾏われません  

でした。 

【緩和】 

節電 

お⾦を10万円失います。 

44 



どうじふくすうだいきぼさいがいはっせい 

同時複数⼤規模災害発⽣ 

同時複数⼤規模災害の発⽣

によって復旧・再開が⼤幅

に遅延しました。 

【適応】 

連携企業に協⼒をうながす 

お⾦を50万円失います。 

45 

たいさくほんぶ      こんらん 

対策本部の混乱 

対策本部の混乱により、 

復旧に⼤きな遅延が発⽣し

ました。 

【緩和】 

リスクマネジメント、影響評価 

お⾦を30万円失います。 

46 

   ひなんばしょ  

避難場所として使⽤できない 

避難場所に指定されている建物

が崩壊し避難場所として利⽤ 

できなくなりました。 

【緩和】 

避難場所を増やし、被害を分散 

お⾦を10万円失います。 

47 

きょぎじょうほうこうかい 

虚偽情報公開 
虚偽情報公開により、信頼を失いました。 

虚偽︓うそ偽り。真実ではないことを、

誤ってまたは故意に、真実だとすること 

【適応】 

再発防⽌計画の策定、透明性の向上、適切

な情報公開の実施 

お⾦を20万円失います。 

48 



    ふばい     しじょう 

不買 市場締め出し 
不買運動が起こり、市場から締め出されま

した。 

不買運動︓抗議活動の⼀種であり、該当企

業の商品を不買によって抗議すること 

【適応】 

透明性の向上、新規事業の開拓 

お⾦を40万円失います。 

49 

にんしょうていし 

認証停⽌ 

認証が停⽌しました。 

【適応】 

不適合を解決し、再認証を

受ける 

お⾦を10万円失います。 

50 

取引先を失う 
取引先を失いました。 

【適応】 

イベントやプラットフォーム等

を使い、取引先の幅を広げる 

お⾦を20万円失います。 

51 
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