環境省

国民参加による気候変動情報収集・分析事業

大阪府の農業分野への
気候変動影響について

成果集

農業

令和 2 年度

「地球温暖化」と気候変動への緩和と適応
今、地球は少しづつ暑くなっています。
地球の大気に含まれる「温室効果ガス」は、太陽から受け取っ
たエネルギーを宇宙に逃がさないため、地球の気温は適度に「保
温」されてきました。
しかし、産業革命以降、化石燃料の消費量が増加したこと等、人
類の活動の影響により「温室効果ガス」は、過去一万年の中でかつ
てない濃度に達し、さらに増加することが見込まれています。
そして、増えすぎた「温室効果ガス」の過剰な保温効果は地球温
暖化という形で、人類社会にも様々な影響を与え始めています。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）「1.5℃特別報告書」
によると、推定される人為起源の地球温暖化は、過去及び現在も
継続する温室効果ガスの排出により現在のところ10年につき
0.2℃進んでおり、現在の進行速度で昇温が続いた場合、2030年
から2052年の間に1.5℃上昇する可能性が高いとされています。
また、IPCC「第５次評価報告書第１作業部会報告書」では、
将来予測として、IPCCが設定した代表的濃度経路シナリオのう
ち最も濃度が高くなるシナリオでは、21世紀末の世界の平均地
上気温が2.6〜4.8℃上昇すると予測しており、今後地球規模での
気候変動の影響が懸念されています。
日本でも、気候変動の影響が顕在化しており、農業分野では
・水稲における一等米比率の低下
・野菜の生育不良や果樹の生理障害
・害虫や病害の分布の拡大
等、気温上昇や降水の時空間分布の変化などによる作物の品質や
収量の低下が多くの品目で全国的に生じています。
そのため、この気候変動の影響に対処し、被害を回避・軽減し
ていく「適応策」を進めることが必要と考えられています。
気候変動の影響は、標高や河川・湖沼の有無、海岸線からの距
離などの地理的条件や主要な産業や都市化などの社会的条件に
よって異なるため、地域の実情に合わせたきめ細かい情報収集が
必要です。
（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所（以下「環農水研」
という。）は、大阪府から、令和2年に府内の気候変動の影響に
関する情報の拠点となる「おおさか気候変動適応センター」に指
定されました。
「おおさか気候変動適応センター」の活動の一環として、環境
省の国民参加による気候変動情報収集・分析委託事業を活用し、
府内の農業分野における情報収集を実施しました。この事業の成
果をまとめましたので、気候変動影響への理解および適応策の検
討にご活用ください。
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大阪の気候の現在と将来
現在までの大阪の気温の変化
1883 年〜 2019 年の間、大阪の平均気温は 100 年に約 2℃のペースで上昇しています。
特に大阪は日本全体よりも早いスピードで気温が上昇しています。この理由として、地球温暖
化に加えて、都市部におけるヒートアイランド現象が影響していると考えられています。

年平均気温
（℃）

2017 年 8 月の気温が 30℃以上の
合計時間数の分布

出典：気象庁「ヒートアイランド監視報告 2017」

年

大阪の年平均気温の推移

データ提供：気象庁

将来の大阪の猛暑日などの予測
右の図は大阪のアメダス観測点について、
2100 年頃までの最高気温が 25℃以上（夏
日）、30℃以上（真夏日）及び 35℃以上（猛
暑日）の日数を予測した結果です。
（RCP*18.5）。
夏日は 1 年の半分程度、猛暑日は、2 カ月
以上も発生するとされており、熱中症などのリ
スクへの対策が必要になります。
＊1：RCP
大気中の温室効果ガスの将来濃度を想定した排出シナリオ。
RCP2.6、4.5、6.0、8.5 があり、値が大きいほど温暖化対
策が進まず、排出が多いことを意味します。

コラム

大阪の夏日等の将来予測

データ提供：気象庁

生物多様性と農業

気候変動は農業に対しても深刻な影響を及ぼすだけでなく、生
物多様性＊2 の喪失の主な要因と予測されています。 生物多様性
は、農業の基本である植物や動物、そして各々の作物・家畜の種
における限りない多様性の源泉である１) という考え方もあります。
「なにわの伝統野菜」のように、地域で栽培されてきた伝統的な
作物や品種には、様々な特性をもち、将来の気候変動に対応する
ために必要な遺伝資源となり得る可能性があります。
＊2：生物多様性
様々な個性をもつたくさんの生物が、ほかの生物や環境と
つながり合いながら存在することを示す概念
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なにわの伝統野菜

希少な伝統野菜の生産振興も遺伝的多様性の
保全に貢献しています

農協や生産者などへのヒアリングによる情報収集
大阪府内の農協や生産者の皆様にご協力いただき、大阪府内の農業と気候変動の影響に
ついてヒアリングした結果をまとめました。
ヒアリング項目

ヒアリング先

1

水稲への影響について

2

野菜への影響について

農協関係施設

3

果樹への影響について

4

花きへの影響について

5

害虫･野生獣害への影響について

6

酷暑下での農作業への影響について

8 ヵ所

（農業全般・水稲・きゃべつ・しゅんぎく
こまつな・はくさい・みつば・水なす
えだまめ・若ごぼう・ぶどう・くり）
生産者

4 ヵ所

（なす・きゅうり・みかん・いちご・みかん・ぶどう）
公的機関

大阪府農と緑の総合事務所 4ヵ所

環農水研

1ヵ所

（農業全般）
（花き）

1

水稲への影響について
ヒアリング概要
10 年前に比べて出荷量が増加した農協もありますが、一等米の比率が低くなるなど、
品質の低下が見られるときもあるとのことです。また白未熟粒＊3 の発生や害虫の被害
の増加などの意見もありました。
・育苗時の潅水が増加している。
・斑点米カメムシの被害や白未熟粒が増加している。
・今後の品種や栽培方法への相談が増えた。
・高温不稔＊4 が起きている。

水稲の栽培風景

＊3：白未熟粒
登熟期にイネが高温や寡照等の条件に遭遇して、玄米が白濁すること。
既に全国で、気温の上昇による品質の低下（一等米比率の低下）等の影響が確認されています。
また、一部の地域や極端な高温年には収量の減少も見られています。
＊4：高温不稔
開花期の高温により不受精となること。

<適応策＞

高温耐性品種の導入

2017 年産の高温耐性品種の作付面積は全国で約 94,000 ha と 7 年間で
約 2.5 倍 に増加しており、水稲の主食用作付面積に対する割合は、2016 年
で約 6.6% となっています 2）。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」と
いう。）九州沖縄農業研究センターで育成された「にこまる」は「ヒノヒカリ」
と同等の作型の品種として、大阪府でも 2017 年に奨励品種に指定されていま
す。また、同センターで育成された「歓喜の風」や、農研機構西日本農業研究
センターで育成された「恋の予感」は、「キヌヒカリ」並みの早生品種として有

高温耐性品種試験の様子

望である可能性があり、環農水研において栽培試験が進められています。
このほか、独自に育成された品種の導入が他県で見られ、滋賀県では、高温登熟性に優れた水稲品種「み
ずかがみ」の作付の拡大を目指しており 3）、埼玉県では、
「彩のきずな」などの品種の導入が進んでいます 4）。
なお、高温耐性品種は、栽培地域への適性や作業上の課題もあることから、さらなる高温耐性品種の
検討がなされています。
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2

野菜への影響について
ヒアリング概要
夏場の気温上昇による葉菜類の生育阻害が顕著になってきたという意見が多くあ
りました。一方で、ハウス栽培の場合、冬場の暖房が不要になり、経費を削減でき
るとの意見もありました。
きゃべつ
・夏期の気温上昇等により生育や育苗に障害が発生している。
・夜温が 30℃ を超えると発芽不良が増加する。
●旬：12 月から 3 月
●主な産地：泉佐野市、泉南市、熊取町、貝塚市
補足説明
他の地域においても、生育期（7月から10月）の高温、少雨による生育不良が発生し、品質と収量が低下するこ
とや生育期（12月から3月）の高温で収穫期が前進し、出荷計画に影響することが報告されています2)。

しゅんぎく・こまつな
・気温の上昇により、生育途中で枯死、カルシウム欠乏症＊5 の症状が増加する等、栽培しにくくなっている。
・冬期の気温の上昇により 、生育短縮・早期出荷が可能。一方、収量の増加は価格下落につながった。
＊5：カルシウム欠乏症
気温が高い時期にしゅんぎくの中心部が枯れて商品価値がなくなる症状。
補足説明
しゅんぎくやこまつなを含む軟弱野菜の生育温度は 5℃〜 35℃とされており、施設栽培等で栽培環境が 35℃を
超える生育が抑制されることが知られています 5）。また、しゅんぎくでは、高温下では枯れ症が発生しやすくなる
こと 6）が報告されています。

こまつな
●旬：10月から3月
●主な産地：堺市、岸和田市
八尾市、東大阪市

しゅんぎく
●旬：10 月から 3 月
●主な産地：堺市、岸和田市
貝塚市

写真提供：JA 堺市

はくさい
・夏期の気温上昇等により育苗や生育に障害が発生している。
・夜温が 30℃ を超えると発芽不良が増加する。
●旬：10 月から 2 月
●主な産地：堺市、茨木市
補足説明
多くの葉菜類では、育苗時の高温限界が 25℃から 30℃とされており、近年の大阪府内の夏期の最高気温は育苗
に障害を与える可能性があります 7）。

みつば
・夏場の高温のため、生育が止まる。このため、植え付けを減らしている。
・遮光ネットを活用しているが、ハウス内は熱がこもるため、うまくいかない。
●旬：9 月から 5 月
●主な産地：貝塚市、和泉市、堺市
補足説明
はくさい同様に、夏期のハウス内の高温は生育に障害を与える可能性があります 7）。
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＜適応策＞

葉菜類

ハウス内で栽培される葉菜類に対しては、夏場の高温対策として、換気扇の導入や日除けネットを
ハウス内に設置するなどの取組みが既になされています。
また、露地の野菜に対しては、灌水の回数を増やすなどの対策も取られていますが、今後、さらに
気温が上昇すると、栽培する時期を変えることや、暑さに強い作物を選ぶことも必要になると考えら
れました。
水なす（商標として「泉州水なす」が登録されている）
・気温上昇によりつや無し果や生育不良が多発している。
・台風の風で果実が傷む。
●旬：4 月から 10 月
●主な産地：泉佐野市、岸和田市、貝塚市

<適応策＞
夏期高温時に表面のつやが無くなる果実（つや無し果）が多発することが問
題となっています。環農水研では、水なす栽培における細霧冷房システムによ
るつや無し果の発生抑制技術の開発に取り組んでいます。

つや無し果

正常果

なす
・4 月、5 月から果皮に日焼けによる褐変（焼け果）が発生するようになった。
・高温による「つや無し果」が発生するようになった。
・寒さが厳しくなくなったため、年内に定植できるようになった。
・真夏の気温が高くなったため、栽培終了時期を早めるようになった。
●旬：4 月から 7 月
●主な産地：富田林市、河南町、太子町
補足説明
他県では、収穫期の高温（6 月から 8 月）による不良果、生育期〜収穫期の高温（7 月から 9 月）による着花・
着果不良が報告されています 2)。

<適応策＞
気温の上昇にともない、ハウスの温度管理の必要性がより高まってきたため、大
阪府南河内農と緑の総合事務所では、ハウスのサイドに自動的に温度と連動する開
閉装置を取り付け、段階的に換気を行うことで焼け果の発生を軽減する「ハウスの
自動開閉装置利用によるなすの焼け果軽減対策マニュアル」を取りまとめていま
す。

きゅうり
・寒さが厳しくなくなったため、12 月に栽培を終了するまで暖房がなくても栽培できるようになった。
●旬：9 月から 11 月
●主な産地：富田林市、河南町、太子町

補足説明
夏期の高温は生産抑制、品質低下をもたらす一方、冬期の気温の上昇は、施設生産における燃料消費の減少が期
待できるとされています 8)。
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えだまめ
・長雨と高温は根を痛める原因となっている。
・気温の上昇が原因で、潅水の回数が増えた。
●旬：7 月から 8 月
●主な産地：八尾市、泉佐野市、松原市

補足説明
えだまめは、ハウス栽培では2月上旬から3月上旬、露地栽培では3月下旬から5月上旬に種をまき、開花から約
40日で収穫されます。
同一種の大豆では、8月の開花期の高温により、落花や落莢が激増し、面積当たりの粒数が激減することや、開
花期以降の高温により形の整った比較的大きな子実の割合や子実の重量が低下すること、根域が長時間水浸しに
なると、根の酸欠により湿害をこうむることが報告されています9)。
また、令和元年度の他の府県の調査でも、不良果や着花・着果不良が報告されています2)。

若ごぼう
・冬の生育が早まっているため、播種時期を遅らせている。
・2020 年は記録的な暖冬で茎葉が枯れなかった。新芽を出すために人力で刈り
取った。
●旬：2 月から 3 月
●主な産地：八尾市
補足説明
若ごぼうの種は、9 月中旬からまき始められ、秋の間に十分生育させます。
その後、冬にいったん地上部が枯れ暖かくなってから再び芽吹いたものを収穫します。

いちご
・春先の気温が低くなり、育苗に適さなくなってきている。
・15 から 20 年前に比べて、冬の気温が上がり、暖房費が減少した。
●旬：12 月から 4 月
●主な産地：富田林市、堺市
補足説明
気象庁の過去の気象データ検索に提供されているデータを整理したところ、大阪の 4 月の平均気温は過去 50
年で有意な上昇または下降傾向は認められないため、春先の低温の影響については継続した調査が必要です。
また、他の地域では、花芽分化期の高温（8 月から 9 月）による花芽分化の遅れや、育苗期の高温や多雨（7 月
から 10 月）による病害の多発が報告されています 2)。
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果樹への影響について
ヒアリング概要
みかんやぶどうにおいて夏場の高温は果実の日焼けや着色不良をおこすという意
見がありました。また、気候変動による豪雨の増加も果樹の栽培に影響を与えてい
るという意見もありました。
みかん
・高温による日焼け果が増加している。
・干ばつ時の灌水が増え、手間とコストが増加している。
●旬：10 月から 12 月
●主な産地：和泉市、岸和田市、千早赤阪村
補足説明
農水省の全国調査では、果実肥大期から収穫期の高温・多雨による影響として、浮皮の発生の報告が例年ありま
すが、令和元年においては降水量が少なかったため、報告数はやや少ない状況でした。
また、果実着色期の高温による影響として着色不良・着色遅延、夏期の高温・強日射による影響として日焼け果
の発生の報告がありました 2）。
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ぶどう
・4 月〜 7 月の気温が高くなることで、露地栽培の着色不良が起きている。
・春先は空気が乾燥し、ジベレリン＊6 処理の効果が十分でない。
大阪ぶどう（デラウェア・巨峰・ピオーネ）
●旬：（デラウェア）5 月から 8 月（巨峰）6 月から 8 月
（ピオーネ）7 月から 8 月
●主な産地：羽曳野市、柏原市、太子町
＊6：ジベレリン
ジベレリンは植物ホルモンのひとつであり、無核化（種なし化）、着果促進や果実肥大、成熟促進などの
効果があります。ジベレリン処理は、空気が乾燥した状態では、果実への吸収効率が低下します。
補足説明
農水省の全国調査では、果実肥大期から収穫期における高温、特に、夜温が高く気温の日較差が小さく推移したこと
による影響として、着色不良・着色遅延の報告がありました。また、高温、少雨の影響として日焼け果の報告がありまし
た。

デラウェア

巨

峰

波状型ぶどうハウス

ピオーネ

天井ビニール開閉装置

<適応策＞
ハウスの温度上昇を抑えるため、天窓及び側窓の自動開閉装置を一部導入しています。大阪府では、天窓
および側窓のビニール開閉装置を、当初は波状型ぶどうハウス内の温度調整作業の省力化を目的として開
発してきましたが、温度調整を適切なタイミングで行うことで、果実の着色促進にもつながり、気候変動への
適応策としても有効です。
この装置は、令和元年度までに大阪府域3市町において、17戸
（柏原市7戸、羽曳野市8戸、太子町2戸）
、
398a
（柏原市143a、羽曳野市200a、太子町55a）
で導入されています。

くり
・10 月以降の夜温が低下しないことで、品質に影響はないがくりの毬の着
色遅れが起きている。
・豪雨により、根がいたむことへの対策として植穴を大きくしている。
●旬：9 月から 10 月
●主な産地：能勢町、豊能町、箕面市
補足説明
くりの毬の着色遅れについては、未解明の部分があり気候変動との関係の詳細に
ついては、今後調査研究が必要です。
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花きへの影響について
きく
例年は、お盆の時期に開花して出荷できるようにしている。しかし、夏の気温が高
くなったことで、開花時期に影響が出ている。
補足説明
生育期以降の高温による開花期の前進・遅延や、花芽分化・発達期の高温（7月から9月）による奇形花や生育
不良が報告されています2)。

<適応策＞
通風や換気、西日を避ける工夫
（遮光）
等により、施設内の温度を下げることで影響を避けています。
パンジー
夏に蒔種して、秋に植え付けていくが、夏の気温が高くなり、芽が出ないこともあっ
た。
補足説明
35℃以上で発芽が著しく阻害される10）、また、夏期の育苗は、冷房により昼間28℃、夜間23℃に調節するこ
とで生育不良が抑えられることが報告されています11）。

ユリ
11 月までが育成可能な時期であるが、冬の気温が高くなって、12 月まで育成で
きるようになった。
補足説明
ゆりの生育適温は20℃から25℃であるが、例えば2018年の大阪では、12月上旬まで最高気温が15℃を超えて
おり、ハウス栽培であれば無加温でも十分に生育が可能です。一方、30℃を越えると奇形花などの高温障害が発
生するため、注意が必要と考えられます12 ）。

アイリス
クリスマス前の 12 月 20 日頃に開花して出荷できるようにしているが、気温の上
昇で、12 月上旬に開花してしまうこともあった。
補足説明
高温による奇形花、早期開花が報告されています13）。
また、低温期に採花し、20℃においた場合、15℃より花弁展開が早く、品質保持期間が3日ほど早くなること
が報告されています14）。

コラム

家族経営に適した適応策

大阪府内における農業の担い手の多くは家族経営で、あまり規模が大きくありません。家族経営の場合、
ドローンや自動環境制御などの機械化や経営規模の拡大による効率化に向けた投資が難しいそうです。
従って、必要な機能に限定した低価格の機器の開発や共同利用による導入コストの削減が必要です。

8

5

害虫・野生獣害への影響について
・冬の気温が上がってきたことで、害虫の発生が春先の早い時期から始まっている。
その分、これまでとは違った効果的な農薬の使用時期や方法の検討が必要となっている。
・害虫の被害が増えているように感じる。
・シカ、イノシシの害が増加している。
補足説明
１ 害虫について
大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 平井教授及び環農水研農業大学校
大学客員研究員）から害虫の動向等について聞き取りました。

那須非常勤講師（大阪府立

ミナミアオカメムシ（水稲）
南方系の種であるが、大阪でも発見されている。
アザミウマ類（きゅうり、水なす）
発生時期が早くなったり、世代数が増えることが懸念される。
アブラムシ類（きゃべつ、若ごぼう）
暖冬で遅くまで発生して、作物に影響を与えている。
ハダニ類（ぶどう）
一部の種では世代数が増える可能性がある。
スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）（水稲）
暖冬で冬場の死亡率が減少し、水稲について移植後の被害が見られる。
２

野生獣害について
環農水研生物多様性センターが実施した各種モニタリング調査から、シカ、イノシシ、アライグマを中心に、
過去数十年の間に個体数が大きく増加するとともに分布域が拡大し、その結果大きな農業被害が発生している
ことが明らかになっています。
また、気候変動による気温の上昇や積雪量の減少は、野生鳥獣の生息適地を拡大させる可能性があること、
野生鳥獣の分布域の拡大に伴い、採食・樹木の剥皮・地面の踏み付け等により、下層植生の消失や樹木の枯死
をもたらし、土壌の流失や水源涵養の機能低下、景観の劣化など、生態系への影響を拡大させる可能性がある
ことが報告されています 8）。

環農水研の成果情報
温暖化によりぶどう ' デラウェア ' の発芽日、満開日が早まっている
〜 1963 年から 2010 年にわたる過去 48 年間の経年変化〜
環農水研では、1963 年から 2010 年までの 48 年間に渡って調査してきた大阪府の主要品種であ
るぶどうʻデラウェアʼの発芽日・満開日と長期的な気温変化との関係性を解析しています。
その結果、月別平均気温の経年変化は、4 月、7 月以外の月で有意な上昇傾向が認められ、特に 3 月
および 9 月、10 月で顕著でした。このような気温の上昇の影響を発芽日、満開日ともに早まる傾向
が認められました。
具体的には、48 年間で発芽日は年当たり 0.15 日の速度で早まっており、特に、2 月平均気温、3 月
平均気温の上昇により発芽日が早期化していることが示唆されました。
また、満開日は年当たり 0.16 日の速度で早まっていました。これは、発芽日の早期化に加えて 5
月平均気温の上昇が影響していることが示唆されました。
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酷暑下での農作業への影響について
ヒアリング概要
夏場の日中は、猛暑となるため、早朝や夕方に作業しているが、近年の気温上昇に
より、早朝でも暑さを感じるとの意見もありました。また、ファン付きの作業着などの導
入も一部で確認でき、今後、それらの暑さ対策技術の効果的な利用が気候変動への適
応策として必要になると考えられました。
（1）農作業時間
・早朝、夕方に作業し、日中は避ける。
・酷暑下での下草刈の作業は負担増となっている。
・作業開始時刻は、今後早くなる可能性あり。
・昔から 5 時〜 9 時に作業しているが、暑いと感じるようになった。
・潅水を増やしたり、冷房の時間を増やしたりしている。

（2）作業時の服装
・ファン付き作業服を使用するように勧めている。
・ファン付き作業服の着用は増えてきている。
・早朝に作業するのでファン付き作業服は不要である。

（3）その他 熱中症対策
・ポスターによる注意喚起を行っている。

課題
・十分な作業時間を確保するための手段を検討する必要があります。
・ファン付き作業服の使用などにより、暑熱ストレスの軽減を図る必要があります。

<適応策＞

大阪府では、自動草刈り機やドローンによる農薬・肥料散布、天候等に対応する自動潅水、自動運搬

機等といった、農作業の負担・負荷軽減を図る実証実験を行っています。これらは酷暑下での負担を減
らした農作業にもつながる適応策と考えられます。

運搬ロボット

草刈ロボット

農薬散布ロボット
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農薬散布ドローン

顕在化する気候変動影響に対して、どのような対策が必要か？
農林水産省でとりまとめられている、日本各地の気候変動への適応策の一部を例として下表に示します。

都道府県における適応策の取組状況事例 3)
◎ 大豆

長野県

◎ いちご

青立ちや裂英しにくく加工適性に優れる大豆の有望品種の普及

◎ 水稲

神奈川県
新潟県

◎ りんご

局所環境制御等効率的なエネルギー利用技術の開発

新潟米管理対策の推進

富山県

りんご日焼け果の発生軽減技術の導入推進

◎ パッションフルーツ

三重県

亜熱帯果樹パッションフルーツの新しい栽培方法の普及

◎ アテモヤ

三重県

亜熱帯果樹アテモヤの安定生産のための栽培技術の普及

◎ いちじく

兵庫県

いちじくの凍害・腐敗軽減対策

◎ マンゴー

鹿児島県

◎ トマト

群馬県

◎ きゅうり

施設熱環境を改善する外面散水技術の開発 · 普及

長野県

◎ 野菜・施設
◎ 水稲

高温条件下でのきゅうりのモザイク病による収量低下とワクチン苗の普及

広島県

京都府

◎ ぶどう

ヒートポンプの冷房機能を利用したマンゴーの花芽分化促進

水稲生育診断アプリ「Rice Cam」の開発

大阪府

デラウェアの発育予測モデルの構築 · 普及

◎ 果樹・野菜・牧草
◎ 乳牛・肉用牛

トマト、いちご栽培における自動調光技術の開発と普及

山形県

栃木県

地球温暖化に対応した果樹・野菜・牧草の適応性調査

乳牛及び肉用牛の暑熱対策の普及啓発
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