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令和 2年度　環境省　国民参加による気候変動情報収集・分析事業　成果集

大阪府の自然生態系分野への
気候変動影響について



「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、自然生態系分野では
　・南方にすむ生き物の分布が北上すること
　・高山の森林で見られる樹種が長期的に変化すること
　・花粉を運ぶ虫と開花との季節的なミスマッチ
等の影響が確認されています。
　さらに、将来的には
　・高山性のライチョウや、冷水性魚類であるイワナ等の生息適域の全国的な　
　　減少
　・亜熱帯域におけるサンゴ礁の分布適域の減少や消失
　・海水温上昇によるサンゴやウニ、貝類の生息適域の減少等
が予測されています。
　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、府内の自然生態系分野におけ
る情報収集の結果をとりまとめました。
　本成果集が皆様の身の回りの自然に対する気候変動の影響の気づきとなるこ
とを期待しています。
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気象庁による生物季節観測

　私たちに身近な「さくらの開花」について、大阪管区気象台の根本和宏さんに
お話を伺いました。
Q：近年、大阪の気温が上昇しています（上図参照）が、さくらの咲く時期にも
　　影響するのでしょうか。
A：気象庁では、季節の訪れや地球温暖化を把握するため生物季節観測を行って
　　います。なかでもさくらの開花は気温との関
　　係が深く、大阪でも 1.2 日 /10 年の割合で開
　　花が早くなっています。このような情報は、　
　　地域のイベントへの活用や、市民の気象や気
　　候への関心を高める普及啓発の一助となって
　　います。

コラム

大阪の気候の現在と将来

　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。

現在までの大阪の気温の変化

大阪の年平均気温の推移　データ提供：気象庁 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」1）

大阪の夏日等の将来予測　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（RCP8.5）。
　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。

データ提供：気象庁

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、排出が大きいことを意味する。

2

年

年
平
均
気
温
（℃）

年

大
阪
の
桜
の
開
花
日



自然生態系分野の情報収集
　ここ最近、気温が高くなっているということは、皆さんの身の回りにも何か影響が出て
いるかもしれませんね。
　花が咲く時期が変わったり、今までみつからなかった虫が見つかったり、身近な生き物
を観察することで、「気候変動」を実感し、何をするべきか考えるきっかけになると考え、
府内の小学校や NPO 法人などの協力のもとで、自然観察を通した気候変動の影響の情報
収集に取り組みました。
　また、自然観察で見つかった生き物に加えて、大阪府内の過去の生き物の情報を収集し、
それらの生き物が、将来受ける可能性のある気候変動の影響をまとめました。
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（1）自然観察の実施場所
　①茨木市里山センター（連携先：里山サポートネット・茨木、場所：茨木市）
　②環農水研　生物多様性センター（場所：寝屋川市）
　③多奈川ビオトープ（連携先：日本ビオトープ管理士会近畿支部、場所：岬町）

（2）生き物観察以外の情報収集
　①箕面国定公園植生等調査（近畿中国森林管理局　箕面森林ふれあい推進センター）
　②淀川河川調査（環農水研　生物多様性センター）
　③多奈川ビオトープ生きもの図鑑（岬町・大阪府・南海電気鉄道（株））
　④大阪湾生き物一斉調査
　　（大阪湾環境再生連絡会　事務局：近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所）

環農水研の生物多様性センターとの連携による適応の推進

環農水研　生物多様性センター

　気候変動は生物多様性に迫る脅威の 1 つとされています。おおさか気候変動適応
センターに指定された環農水研には、大阪の生物多様性の取組みの中心である生物
多様性センターが設置されています。生物多様性センターでは、私たちが自然生態
系の多面的機能や恩恵をこれからも享受し続けることができるよう、在来生物の調
査・保全、外来生物の影響調査と対策、府民の安全安心を守る取り組み、生物多様
性活動支援・技術普及等の調査研究などに取組んでいます。
　また、学校、企業、行政機関等の団体と生物多様性センターとのつながり（リンク）
を構築し、相互に協力し合う「おおさか生物多様性リンク」の取組みなど、多様な
関係者と連携することで、一層推進し、大阪を「生物多様性に取り組むトップラン
ナー」にすることを目指しています。
　この生物多様性センターとおおさか気候変動適応センターとの連携により、自然
生態系分野の気候変動の影響を的確に把握・評価するなど、地域の適応を推進して
います。

おおさか生物多様性リンクのロゴマーク



小学生へのアンケート結果

　生物多様性センター及び多奈川ビオトープでの観察会では、「これからも暑くなる
と思う？」や「もっと暑くなると、生き物達が困ってしまう？」といったアンケー
トコーナーを設置し、「思う」、「思わない」のどちらかを選んでもらいました。
　多くの子ども達は、「これからも暑くなる。」と感じているようですが、生き物へ
の影響があるかどうかは、「わ
からない。」という意見も多く
ありました。
　気候変動が生き物に与える
影響について、おおさか気候変
動適応センターとして、子ども
達へわかりやすく伝えていくこ
とが重要と認識しました。

コラム

（1）-① 観察会の様子　茨木市里山センター 令和2年 7月 25日 

〇参加人員：小学生以下：　20名
　　　　　　　　保護者：　13名
　　　　　　　　　　　  計 33名

〇連携先：里山サポートネット・茨木

〇観察会当日に観察した生き物
アゲハチョウ　シオカラトンボ　ナツアカネ＊
トノサマバッタ　ショウリョウバッタ
トノサマガエル＊　コナラ　ヤマザクラ　
コバノミツバツツジなど、計 33種

　茨木市里山センターにて里山サポートネット・茨木の皆様にご協力いただき、生き物観
察を通して気候変動の影響を体感するイベントを開催しました。
　おおさか気候変動適応センターの研究員から気候変動と適応について説明し、参加者の
方々に理解を深めていただく機会となりました。
　当日はあいにくの雨でしたが、里山センターの散策路や芝生広場で多くの生き物に出会
うことが出来ました。

　当日発見された生き物の中には、過去の研究から気候変動の影響を受けると心配されて
いるものは含まれていませんでしたが、将来的には観察できる生き物が変化していくかも
しれません。
　将来に向けて、茨木市里山センターにあるコナラやアカマツなどの里山環境を守ってい
くことは、気候変動の影響を受けにくい環境を維持できる可能性も秘めています。
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＊は大阪府レッドリスト2）に分類されているもの

暑くなると生き物が困ると
思いますか？

大阪は将来もっと暑くなると
思いますか？



（1）-② 観察会の様子　環農水研 生物多様性センター

　私たちの身近でみかけるトンボの仲間と環境の変化について神戸大学の前藤薫
先生にお話を伺いました。

コラム

〇参加人員：3歳児～小学生：　29名
　　　　　　　　　　保護者：　26名
　　　　　　　　　　　　　　計 55名

〇観察会当日に観察した生き物
オオヤマトンボ　マイコアカネ＊

オンブバッタ　アカハネオンブバッタ
タモロコ＊　ミナミメダカ＊　
アメリカザリガニなど、計 19種

　環農水研の生物多様性センターで開催された「生きものふれあいイ
ベント」の中で、気候変動の影響についてのパネル展示と生きもの観
察を実施しました。
　センター敷地内の散策路やビオトープの周辺では、目の前を横切るト
ンボやチョウチョ、足元で跳ねるバッタなどを見つけると、参加者も夢
中で虫網を向けていました。
　また、「もんどり」と呼ばれる小型のカゴをビオトープの池にしかけ、
水中の生き物を観察しました。ミナミメダカ、モツゴなど、たくさんの生き物がビオトープの池
にすんでいることがわかりました。
　発見された生き物の中には大阪府のレッドリストで準絶滅危惧に分類されているマイコアカネ
や絶滅危惧Ⅱ類に分類されているミナミメダカなど、近年、近畿では数を減らしている種も含
まれていました。
　また、生物多様性センター内の池で保護している天然記念物の淡水魚イタセンパラは、冬
に一定期間５℃程度の水温にならないと仔魚が正常に発育することができないため 3）、今後の
気候変動により水温が上昇すると影響を受けることが考えられます。

トンボは環境変化のわかりやすい指標

最近、近畿で数を減らしているトンボを教えてください。
緩やかな流れのある場所によく見られたミヤマアカネや
植生の豊かな池沼で観察されていたマイコアカネなどが
急激に減少しています。普通種とされてきたオニヤンマ
も少なくなっているようです。

ミヤマアカネ

マイコアカネ

イタセンパラ

写真提供：大阪の自然情報
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 令和 2年 10月 4日

＊は大阪府レッドリスト2）に分類されているもの

Q：
A：



（1）-③ 観察会の様子　岬町多奈川ビオトープ

Q：トンボの数が少なくなる原因は何が考えられますか？
 A：田んぼやため池の管理方法が変わってきたという人為的な要因のほかに、水
　　温の上昇や豪雨による水辺環境の攪乱も何らかの影響を与えているのかも知
　　れません。外来生物による捕食圧も懸念されています。
Q：逆に高い気温を好むトンボもいますか？
 A：公園の池でよく見かけるタイワンウチワヤンマは、もともと四国・九州以南に
　　しか分布していませんでした。気温の上昇が北上の原因ではないかと考えら
　　れています。
Q：お話いただいたような変化が出ていないか観察するには、どのような活動が
　　必要でしょうか？
 A：自然生態系の情報収集には地道な観察が重要です。地域の環境を見守る活
　　動を継続して欲しいですね。

オニヤンマ（幼虫）

タイワンウチワヤンマ

イシガケチョウ

〇参加人員：岬町立多奈川小学校
　児童１～６年：　29名
　　　　　教員：　  8名
　　　　　   　　計37名

〇連携先：日本ビオトープ管理士会近畿支部

〇観察会当日に観察した生き物
マイコアカネ＊　マユタテアカネ
キトンボ＊　イシガケチョウ
ノスリ＊　エゾビタキ
エノキ　ヒメガマなど、計 24種

　岬町立多奈川小学校の遠足プログラムに、多奈川ビオトープの生
き物観察を組み込んで、日本ビオトープ管理士会近畿支部のご協力
により気候変動の影響を受けそうな生き物を探しました。
　温暖化で分布域が北上したと言われているイシガケチョウや、大阪
府のレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に分類されているキトンボ、準絶滅危
惧に分類されているマイコアカネなど、ビオトープの生き物を発見す
ると児童からは大きな歓声が上がりました。
　また、ポスターで大阪の気温が上がっていることなどを説明すると、
真剣に耳を傾けたり、「未来の大阪は暑くなると思う？」という質問に
は、参加した29名のほとんどの児童が「これからも暑くなると思う。」
と答えたりと気候変動という言葉は知らなくても、日ごろの生活で実
感している様子がうかがえました。 キトンボ

写真提供：平松和也氏

写真提供：大阪の自然情報
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令和 2年 10月 14日

＊は大阪府レッドリスト2）に分類されているもの



（2） 生き物観察以外の情報収集

　例えば、南の暖かい地域にすむ生き物が、北の方にすみかを移動するといったように、自然
生態系の変化は広域の観察を通じてわかることもあります。また、気温の変化は 10 年、20
年と長い時間をかけて明らかになってきます。
　そこで、今後の気候変動のモニタリングに向けて、大阪府内で実施されてきた自然観察デー
タや広域の生き物の移動を調べた調査報告書などを整理しました。

　「箕面体験学習の森」整備事業エリアで、クヌギ、コナラな
どの樹木や草花、昆虫などが継続して調査されています。
　クヌギやコナラへの直接的な気候変動の影響は報告されてい
ませんが、今のところ気温の影響を受けやすい生き物のすみか
としての森林を守っていくことは、生物多様性を保全するため
に重要です。

① 箕面国定公園植生等調査4）　近畿中国森林管理局　箕面森林ふれあい推進センター

　環農水研生物多様性センターでは、1972年から約10年ごと
に淀川の本流とワンドで魚類の調査を行っています。モツゴや
オイカワなどの在来種に比べて、オオクチバスとブルーギルな
どの外来種の比率が高いことなどを明らかにしています。
　淡水の生態系について、直接、気候変動の影響を明らかにし
た研究は日本には少ないですが、特定の種が少ない状況が続く
と、急な環境変化で絶滅する可能性もあるので、適切な保護活
動の継続が重要となります。

② 淀川河川調査5）　環農水研　生物多様性センター

　過去に多奈川ビオトープで観察された生き物を収録しています。
2014年と2019年に制作されており、人工的に作られたビオトー
プの生き物が、時間の経過とともに豊かになる様子が伺えます。
　大阪の最南端の町にあるので、南方の生き物が大阪に移動してく
る様子を観察することに適しているかもしれません。

③ 多奈川ビオトープ生きもの図鑑6）　岬町・大阪府・南海電気鉄道（株）

　市民にとってわかりやすい指標（生物指標）によるモニタリングを行い、大阪湾の環境に対
する市民の関心を高め、理解を深めるために平成20年から実施されており、令和元年度は23地
点で1000人を超える人が参加して、調査しています。調査シート
に掲載の45種に加えて、例年全地点の合計が700種以上にのぼり、
大阪湾の沿岸部でも多様な生き物に出会えることがわかります。
　気候変動による海面上昇や砂浜の浸食が危惧される中、このよう
な多様な生き物を調査し、守っていく活動がますます重要になって
きます。

④ 大阪湾生き物一斉調査7）大阪湾環境再生連絡会（事務局：近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所）
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コラム 気候変動と昆虫

　気温が高くなったり雨が強くなったりすることと昆虫との関係
について、大阪府立大学の平井規央先生にお話を伺いました。

Q：特に気候の影響を受けそうな昆虫は何でしょうか？
A：強い台風が上陸した次の年は、ゲンジボタルの数が減少します。また、大陸か 
　　らの風が吹きやすい気圧配置は、例えばトビイロウンカやコブノメイガのよう
　　な大陸から飛来する昆虫を増加させ、農業被害の拡大が懸念されます。また、
　　東南アジア由来のクロマダラソテツシジミによるソテツの被害も懸念されます。

Q：大阪府内で南方系の昆虫は広がっていますか？
 A：ツマグロヒョウモンやナガサキアゲハは、関東北部まで広がっており、大阪府内は普
　　通に観察できますね。これからは、九州以南で見かけられたベニトンボなども分布
　　を拡大すると見込んでいます。

Q：生物多様性へのリスクという意味で、外来の昆虫と気候変動との関係で注意するべ
　　きことはありますか？
 A：セアカゴケグモやアルゼンチンアリといった外来生物は、越冬できる温度の屋内や
　　農業用ハウスがあると定着すると考えられています。このように侵入しても定着でき
　　なかった外来生物が定着する可能性に注意が必要でしょう。

Q：生物多様性保全の観点から、大阪府のレッドリ
　　ストに分類されている昆虫に関する懸念は何で
　　しょうか？
A：大阪府のレッドリストで絶滅危惧 I 類に分類され
　　ているギフチョウも温暖化の影響が懸念されて
　　います。また、生息数を減らしているガムシの
　　仲間などは、水田の減少の影響も考えられます
　　が、気候変動の影響があるかどうかについても
　　詳細な調査が必要かもしれません。

生息域の拡大 越冬数の増加？

ゲンジボタル クロマダラソテツシジミ

ツマグロヒョウモン ベニトンボ アルゼンチンアリ セアカゴケグモ

ガムシ

気
温
上
昇

生息環境の
かく乱

台 風
飛来の増加
大陸からの風

ギフチョウ

コラム中の写真の提供：
大阪の自然情報、平松和也氏、平井規央氏
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インパクトチェーンによる気候変動影響等の可視化について
E-konzal の渡邊学さんに伺いました。
　気候変動影響には、人間が気温上昇により熱中症になりやすくなるといった直接の影響だけでなく、
間接的な影響もあります。自然生態系の分野では、ある地域でエサとなる植物が減少することで、ある
生き物が生息できなくなるといったことが予測されています。気候変動の影響が生じるメカニズムを社
会活動といったその他の要素とあわせて可視化するインパクトチェーンという手法が提案されています。
　もっと暑くなるとどういったことが起きるか、図にして考えてみると新しい発見があるかもしれません。

コラム

　下の図は、大阪北部の生き物調査で確認され、気候変動の影響を受けている可能性のある
ものをインパクトチェーン（下のコラムに解説があります。）と呼ばれる手法を参考にして作成
したものです。皆さんの知っている生き物も、もしかしたら何か影響を受けているかもしれませ
ん。身近な生き物の様子を観察して、何か気になることがあれば、「おおさか気候変動適応セ
ンター」までお知らせください。
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気候変動 ・ 社会活動  に影響される身近な生き物



コラム 森林と私たちのくらしの関係
　私たちのくらしの変化と森林への影響に詳しい大阪産業大学の前迫ゆり先生にお話を伺いました。
先生は森林をフィールドに調査研究や保全活動をされていますが、気候変動の影
響についてはどのようにお考えですか？
里山の森は、かつて建築材、炭や薪、田畑の堆肥（刈敷）採取の場として、森
林と人が深く関わっていましたが、私たちの暮らしの変容とともに、森林と人の
距離感は遠くなってしまいました。人が森林に関わらなくなると、例えば、竹林
が拡大したり、暗い森林が増加したりするため、生物多様性の低下や、山地の
斜面崩壊などの山地災害のリスクにつながります。
近年、気候変動により豪雨発生の増加、温暖化の傾向が顕著ですが、そうした
気候変動は、自然劣化や山地災害にもつながっています。人の暮らしの変容と
気候変動は複合的に関係していると考えられますが、現代において人と森林が
調和的に関わることが難しくなっています。しかし人と自然のほどよい距離感は、
森林生態系を健全に維持するうえでとても大切です。
大学近くの生駒山で、十数年にわたって大阪府や地域のみなさん、大学生とと
もに、伐採活動や動植物の調査を行っています。こうした活動は森林の動きを知
る楽しい時間でもあります。今後、人と自然の多様な関わりを構築し、自然の息
づかいを感じることが気候変動に適応するために大切なことだと思います。

気温の上昇が直接的に影響するようなこともありますか？
長期的観測データをみると、マダケやモウソウチクは、東北地方まで分布を拡大
させていますが、大阪府内でも竹林拡大は顕著です。これは人の管理不足と温
暖化の影響によると考えられます。関西ではコナラ二次林にタケ類が侵入・拡
大することが多いのですが、タケ類の侵入によって森林内は暗くなり、生物多様性の劣化が生じます。加
えて、タケの葉はケイ酸を多く含むため、土壌の保水力が低下するなど、森林生態系や土砂災害への影
響も危惧されます。
また、温暖化によってシカの分布が標高の高い地域にも拡大したり、大阪のブナ林の更新が阻害された
りするなど、自然生態系への影響が生じています。

行政や地域と協働
した間伐活動

自然生態系を守るための取組みの例
　気候変動の影響を抑えるためには、健全な
自然を保全する取組みが重要です。取組みの
中には、下草刈りのように身近なところから
始められるものから、例えば森林経営計画の
ように持続可能な地域の計画策定など、より
広域で取組むものもあります。
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シカの食害により
裸地化した林床
（三草山）

Q：

A：

Q：
A：

自然生態系分野の適応策の検討
　有識者との意見交換会では、トンボやチョウなどの環境の変化を受けやすい生き物に対する気候変動
の影響を整理し、さらに、餌や棲み処となる二次林や里山などが間接的に及ぼす影響も考慮した適応策
を検討しました。生物多様性が豊かな二次林などの保全も気候変動の影響を抑制するために重要である
と考えられました。
　また、自然生態系の分野の適応には、長期間の調査の継続が必要であり、調査の担い手となる市民の
皆さんの興味をひくような仕組みを作ることが重要という意見もありました。
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