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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

大阪府の水産業分野への
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
気候変動の影響が懸念されます。

　日本でも、気候変動の影響が顕在化しており、水産分野では
　・スルメイカやサンマ等の回遊性魚介類の分布域の変化
　・養殖業や内水面漁業における魚類・貝類のへい死や
　　海藻類の収量の減少
　・海水温の上昇によるものと考えられる藻場の減少
　・ブリ・サワラ等の漁獲量の増加
等の影響が確認されています。
　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、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
内の水産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
にご活用下さい。
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　大阪湾海域の 20 定点の観測結果より 1972 
年～ 2016 年までの年平均海水温を整理した
ところ、表層の海水温について、淀川河口部に
近い湾奥部では、上昇が顕著である一方、関西
国際空港に近い湾央部では上昇が穏やかである
ことが確認されています。
　また、11 月～ 12 月の海水温の上昇が特に
大きく、秋になってもなかなか下がらないこと
を示唆しています。
　さらに、文献によると、底層では、全地点に
おいて顕著な上昇傾向にあることが報告されて
います1)。

　環境省の地域適応コンソーシアム事業の報告書によると大阪湾の冬期最低水温月である
2 月の海水温（海面水温）の予測は、21 世紀末ごろの RCP2.6 では 10 ～ 11℃とされ
ている一方で、RCP8.5 では 12 ～ 13℃とされています２）。これは、現在の伊予灘南部
に相当する海水温（海面水温）であり、魚種の変化や海藻類の養殖に影響を及ぼす可能性
も考えられています。

現在までの大阪湾の海水温の変化

将来の大阪湾の海水温（海面水温）の変化

大阪湾の海水温の現在と将来

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する。
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図中の数値は海水温（℃/45年）
環農水研の測定データをもとに作成

1972～2016年の表層の海水温の上昇傾向

21世紀末現在

瀬戸内海の 2月の海水温（海面水温）の将来予測 2)

淀川
河口

関西国際空港



　大阪府漁業協同組合連合会（以下「府漁連」という。）のほか、大阪府内の漁業協同組合（以
下「漁協」という。）の皆様にご協力いただき、大阪湾の漁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。下の地図にヒアリング先の漁協の所在地を示してい
ます。
　大阪湾で獲れる魚介類は、海水温以外にも、栄養塩の濃度や、貧酸素の発生、黒潮など
の外洋の環境変化、河川からの流入といった、様々な環境の変化の影響を受けています。
　

漁協へのヒアリングによる情報収集

ヒアリング実施漁協一覧

　そのため、水産物の量や質に与える影響について、大阪湾の海水温上昇等の気候変動が
どの程度関係しているかを明らかにすることは簡単ではありません。
　しかしながら、作業環境の暑さ対策や流通時の品質保持といった面からも、気候変動の
影響が出始めていることは、ヒアリングで伝わってきました。

3

※成果集には最近の変化が感じられている
　主要なものを記載しています。

ヒアリング先一覧とヒアリング時に名前の
挙がった魚介類等

❷大阪府鰮巾着網漁協
　（巾着網・船びき網）

カタクチイワシ、マイワシ、
サワラ、スズキ、タチウオ、
サヨリ、イカナゴ

❶堺市漁協
　（刺網・かご）

アコウ、マダイ、カサゴ、
アナゴ、サワラ、アイナメ、
イサキ、タコ、タチウオ

❹泉佐野漁協
　（底びき網）

ハモ、タイ、ヒラメ、ヒラアジ、
シャコ、トリガイ、カレイ、
アナゴ、タコ、小エビ

❺西鳥取漁協 ワカメ、ノリ、小エビ

❻谷川漁協
　（刺網・かご）

メイタガレイ、マコガレイ、
ヒラメ、ホウボウ、カワハギ、
ウマヅラハギ、アジ、メバル、
ガシラ 2
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サワラ、アナゴ、タチウオ、
アジ、ヒラメ、イカナゴ、
カレイ、イワシ

❸大阪府漁業協同
　組合連合会
　（府の漁業関連全体）



イカナゴの夏眠後の資源量を増やすには？

　最新の研究では、春～夏の餌不足が、夏眠後の産卵量等に影響を
及ぼすことが明らかにされています6）。
　夏眠前に肥満度が高いと生存率が高くなり、産卵できる個体が増
えて、海水温上昇による漁獲量の減少の影響を小さくすることができ
ます。そのためには、春から夏にかけてしっかり捕食できる豊かな大
阪湾を創造する必要があります。

コラム

イカナゴ

イカナゴ

・ここ 2～3年、漁獲量が激減している。

イカナゴの漁期等に対する将来予測4)

大阪府のイカナゴの漁獲量5)

補足説明
　もともと高い水温に弱いため、暑い時期は海底の砂の中に潜って
過ごす「夏眠」という行動をとるが、「夏眠」の間の水温が一定以
上高くなると、そのあとの生存率が低くなることが報告されていま
す3）。
　一方で、漁獲量の減少の要因は、海水温以外にも、海水に含まれ
る栄養が減った影響でイカナゴの餌が少なくなったこと等も考えら
れています。
　環境省地域適応コンソーシアム事業の報告書の海水温の将来予測
シミュレーションによると、生存率が低くなる「危険水温」の期間
が２１世紀中頃には、現在の２倍以上になると予測されています。
　また、現在よりも成長が速くかつ夏眠時間が長くなるため漁期が
短くなり、漁獲量が減ることが懸念されています4）。
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・2000年ごろから減り始め、ここ10年は
　特に少ない。

シャコ
・1990年以降、激減した。

アイナメ

・マイワシは、1990年以前と比べると、
　かなり減少した。
・マイワシの来遊量には黒潮の蛇行などが
　影響していると考えている。

イワシ類

カタクチイワシ

大阪府のアイナメの漁獲量5）

大阪府のイワシ類の漁獲量5）

大阪府のシャコの漁獲量5）

マイワシ

アイナメ
シャコ 

黒潮の蛇行 　左の図のように黒潮の位置は、紀伊半島・東海沖で
大きく変化します11）。
　「非大蛇行接岸流路」は 黒潮が日本沿岸を流れ、「非
大蛇行離岸流路」は伊豆諸島付近で本州を離れ、八
丈島の南を回りこむ流れを指します。
　一方、「大蛇行流路」は紀伊半島沖から黒潮が本州
を大きく離れて流れます。
　黒潮の流路と紀伊半島沖との距離は、漁業に大きく
影響すると言われています。

コラム

補足説明
　漁獲サイズに満たない小型個体を再放流しても生存率が低
いことが報告されています7）。

補足説明
　北方系の魚といわれ、近年の減少には、海水温の上昇や貧
酸素などが影響している可能性があります8）。

補足説明
　マイワシの資源量は地球規模の気温や海水の変動の影響を
受けるとされています9）。
　地球規模の変動のひとつである黒潮の流路の変化（蛇行）
によりイワシ類の資源量が変動することが知られています。
　カタクチイワシの産卵期である 5～9 月の海水温が高い年
は産卵量が増加することが知られています10）。

黒潮の蛇行の種類11）
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マアナゴはどこで産卵し、日本へやってくるのか？コラム

・1990年ごろから漁獲量は減少し、ここ
　10年程はかなり少なくなっている。

マアナゴ

ハモ

・1990年ごろから減っている。
・マコガレイは冷水域に多いとされる。

マコガレイ

大阪府のマアナゴの漁獲量5）

マアナゴ　  

　かつては、北大路魯山人も、「アナゴがうまいのは堺近海だ」と書き
記すほど、堺のアナゴは名物でした。
　しかし、漁獲量が減少してきたため、小型魚の漁獲を規制するなどの
資源管理が進められています。
　さらに、産卵親魚の保護のために産卵場所を調査した結果マアナゴの
仔漁ははるか遠くの沖ノ鳥島南方の産卵場で孵化し、暖流に乗って春に
大阪湾までくることが明らかになりました14）。

・2000年ごろから漁獲量が増加している。

補足説明
　大阪湾では、近縁種のメイタガレイの漁獲量が増加してい
るとの情報もあります。
　一方で香川県の研究では、メイタガレイの食餌量に対して、
夏場の海水温上昇が悪影響を与えるとされています12）。

補足説明
　高い海水温を好むとされており、海水温の上昇は仔魚の生
存率の向上や分布域の拡大につながると考えられています16）。

補足説明
　資源量減少の要因の一つとして、温暖化の影響により、仔
魚が来遊する場所が北上し、大阪湾への流入量が減少すると
考えられています。13）。

マアナゴの仔魚発見場所14）

マコガレイ

メイタガレイ
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大阪府のハモの漁獲量5）
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大阪府のマコガレイの漁獲量5）



大阪府のサワラの漁獲量5）

大阪府のホウボウの漁獲量5）

サワラ

・サワラの漁獲量は1983年をピークに減
　り続け、1998年には3tにまで落ち込ん
　だが、2000年ごろから漁獲量が回復し
　ている。

サワラ

ホウボウ

補足説明
　近年では、漁獲量の回復を目指し、操業の制限や稚魚の放
流などの資源の回復の取組みが進められています。
　冬は紀伊水道から南方の暖かい海で過ごすとされています
が、海水温が高いと南下する時期が遅くなります。
　日本海では海水温が高いと漁獲量が増えるとの報告もあり
ます15）。

南方系の魚

補足説明
　環境省の調査による将来予測では、水温上昇に伴うアイゴ
の摂食量増加や個体数増加等により相乗的に食害被害が高ま
る恐れがあるとされている。

補足説明
　ホウボウの漁の北限とされていた東北でも漁獲量が増えて
います。

・2010年以降、漁獲量が増加している。

写真提供：静岡県水産・海洋技術研究所

ホウボウ
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大阪府のクマエビ・ヨシエビの漁獲量5）

ヨシエビクマエビ

・クマエビは、紀伊水道を中心に増えてい 
　る。
・昔、クマエビは、大きくなる12月頃には
　大阪湾で見かけなくなっていたが、近年
　は1年を通して獲れる。
・ヨシエビ（別名「シラサエビ」）は近年
　漁獲量が減少している。

クマエビ・ヨシエビ
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ソラスズメダイ

アイゴ

・2016年にアイゴによる海藻の食害があった。
・スズメダイが増えた。



ワカメの種糸

養殖中のワカメ

将来気候に備えたワカメ生産に関する対策コラム

　環農水研では、夏の暑さに弱い配偶体と呼ばれるワカメの
小さい時期を、室内のフラスコ内で培養する「フリー配偶体」
と呼ばれる技術を用いて、生育期間を早期化し、水温が高く
ても安定して出荷できる技術を検討しています。
　さらに、南方系の魚種であり、海藻類を食害するアイゴの
温暖化による生息域の拡大や観察時期の長期化が、全国各地
で報告されているため、令和 2 年度は、環農水研でも定置網
に入網するアイゴの調査を実施しています。

海藻類

二枚貝（アサリ、シジミ等）

大阪湾の貝毒プランクトンの出現傾向

補足説明
　秋に海水温が高い状態が続くと養殖の開始（通常は 10 月）
が遅れ、単価が高い年末までに生育させることが難しくなる
ことが懸念されています。

補足説明
　・広島県等では南方系の魚種とされるナルトビエイによる二枚貝の食害が報告されています。
　・大阪湾では冬場に減るはずのアカエイが 12月半ばまで網にかかることもあるそうで、今後、食害が心配されます。
　・貝毒※の原因となる有毒プランクトンの増加も懸念されています。

・西鳥取漁協ではそれほど被害はないが、
　谷川漁協では2019年・2020年と著しく
　不漁だった。

・海水温の上昇により一部の二枚貝の品質や漁獲量への影響が心配されている。

※主に二枚貝（アサリ、カキなど）が毒を持った植物プランクトンを餌として食べることで体内に毒を蓄積させる現象のことをいい
　ます。

貝毒の原因となるプランクトンの一種

ワカメのフリー配偶体の室内培養
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コラム

　大阪府鰮巾着網漁業協同組合は2017年5月に「競り入札・販売
管理システム」を導入しました。競り場では、タブレットでデー
タを扱い、仲買人が出す入札価格もシステムで管理するため、シ
ラスを水揚げしてから約5分で落札が完了します。気温が高い日で
も、競りにかかる時間が短いため、鮮度良く出荷することが可能
となりました。

競りの IT 化は鮮度保持にも有効

8月の佐野漁港の様子
小型の船ほど炎天下の影響を受け
やすい。

船上や流通時の暑熱の影響

〈適応策〉
・いけすへ循環している海水を表面から１メートル以上深
　く、水温が低い水深から汲むようにする等の工夫をして
　いる。
・獲った魚を入れておく船上の水槽を冷やすための氷の量
　が増えると、海水が薄まって魚が弱ってしまうため、氷
　を容器に入れて海水が薄まらないように注意している。
・直射日光の影響を少なくするため、選別場に屋根を増設
　した。
・夏場は夜間でも汗が止まらないくらい暑い日もあるの
　で、ファン付きの作業着を着るようにしている。
・漁をしている間、海風があっても暑く感じるので、扇風
　機を設置した。

・深夜から早朝にかけて漁に出て、日中に船の整備や網の
　洗浄をするが、真夏は暑すぎて整備などの作業ができな
　い。
・網にかかった魚を港まで持って帰る間に、船のいけすの
　水温が高いと、酸欠で魚が弱りやすい。
・夏場の暑さは近年深刻で、巾着網漁業の多くの船で船室
　にエアコンを設置するようになった。
・夏場は魚の品質を保つために氷を多く使うが、近年の猛
　暑では、製氷機の能力が足りなくなっている。
・水揚げ後、トラックで市場や取引先まで運ぶときに、魚
　を冷やすための氷が以前より溶けやすく、鮮度維持に注
　意が必要。
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日除けの屋根を増設した選別場

競り場で利用されるタブレット



水産業分野の適応策の一例
・国立研究開発法人水産研究・教育機構では、ヒラメ養殖産業における地球温暖化に
　よる影響の回避策として、飼育水温上昇に耐性を持つヒラメの探索を行い、遺伝的
　形質評価法を開発しています。
・宮崎県では1966年から開始した選抜育種により、比較的高い水温でも養殖できるニ
　ジマス系統（高温耐性系）を作出しています。
・「磯焼け」（浅海の岩礁等で藻場が衰退・消失し、植生が少なくなる現象）の一因
　となっている食害魚「アイゴ」の漁獲を促そうと、長崎県立長崎鶴洋高校（長崎
　市）が食用で敬遠される原因であった臭みを取り除いて、缶詰などの加工品の開発
　に取り組んでいます。

大阪湾で見つかった南方系の魚

　近年、大阪湾で見つかった南方系の魚について、大阪市立自然史博物館
友の会会長の鍋島さんにお話を聞きました。
適 応 C：ヒアリングでは、スズメダイが増えたと聞きました。
鍋島さん：スズメダイの仲間のソラスズメダイが、15年ほど前から水産技
　　　　　術センターの岸から見かけるようになり、近年は見かけること
　　　　　が珍しくなくなっています。
適 応 C：他に、どのような種類の魚が見つかっていますか？
鍋島さん：ミノカサゴやソウシハギ、ツバメウオなどがあります。これら
　　　　　は黒潮が接岸する年や湾内の水温が高い年に多い傾向がありま
　　　　　す。
適 応 C：熱帯域に住むカニも見つかると聞きましたが？
鍋島さん：アミメノコギリガザミが高水温だった2016年に捕獲されまし
　　　　　た。また、台湾に多いシマイシガニは、エビクラゲに乗って来
　　　　　遊し、大阪湾で大きくなりますが、近年は、湾内で繁殖してい
　　　　　るようです。
適 応 C：やっかいものとされているアイゴも増えていますか？
鍋島さん：かつては、冬に紀伊水道を南下していましたが、近年は、湾内
　　　　　で滞留し、卵を持つサイズのものまで見られます。2016年冬
　　　　　季には、養殖マコンブを食害し、岬町では収穫がありませんで
　　　　　した。　
適 応 C：最後に一言お願いします。
鍋島さん：瀬戸内海でこれまで主に漁獲されてきた魚種は減少が危惧され
　　　　　ます。気候変動の将来予測を行い、資源保護の対策や漁業経営
　　　　　を考える必要があると思います。

コラム

シマイシガニを持つ
鍋島さん

大阪湾でみつかった卵を
持つサイズのアイゴ

アイゴの食害を受けた
マコンブ

　大阪湾の海の恵みが増減していることについては、気候変動だけではなく、栄養
塩の増減や貧酸素水塊の発生などの要因も影響を与えていることが考えられます。
　今後もモニタリングを続け、保護・増殖に力を入れる種や、新たなブランド化に
取り組む種を選定することが重要になります。
　ヒアリングを実施した夏の時期は、水揚げした後、傷みやすいうえに、働く人に
とっても暑さが厳しい状況でありました。鮮度の良いものを消費者に届けるため
に、様々な努力をしていることが、ヒアリングから確認できました。
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二酸化炭素排出による海洋への影響　～海洋酸性化～

　海洋は化石燃料起源の二酸化炭素の約半分を吸収していて、大気中の濃度増加を緩和していますが、
海洋に吸収された二酸化炭素は、炭酸として海水のpHを下げる（酸性化）ことが知られています。
　大気中の二酸化炭素濃度が 300ppm 程度であった産業革命以前の世界の海の平均的な pH は 8.17
程度でしたが、二酸化炭素濃度が 400ppm を超えた現在までに、表面海水の pH は 0.1 低下し、日
本近海の pH の平均も年間 0.0014 ～ 0.0024 のペースで低下していることが観測されています。さ
らに、海域により pH が異なるうえ、低い日夜の変化や季節変化もあることから、平均値以上の pH
低下の発生も危惧されます 17）。
　海水の pH の低下は、炭酸カルシウムの殻を形成する生物に大きく影響します。例えば、貝殻の形
成が阻害されたり、甲殻類の生育が阻害されたりし、これらを餌とする魚類の資源量にまで影響する
可能性が考えられます 17）。

コラム
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