2.4 水産業
2.4.1 水産業（増養殖類）
① 水産資源ならびに生息環境における地球温暖化の影響とその予測 92
＜スサビノリについて＞
1. 執筆者（公表年） 水産総合研究センター（2014）
2. 掲載紙

水産研究・教育機構 - 水産総合研究センターHP
https://www.fra.affrc.go.jp/kseika/ondanka/siryo1.pdf

3. 対象品目

スサビノリ 93（養殖適地）

4. 対象地域

日本周辺海域
予測期間：短期（現状+1.0℃上昇）、中期（現状+1.4℃上昇）、長期（現
状+2.9℃上昇）
空間解像度：－（未記載）
気候モデル：－（未記載）

5. 予測手法の概要

海面水温上昇は、現状、現状＋1.0℃、現状＋1.4℃、現状+2.9℃の 4
段階
排出シナリオ：SRES A2
適応策の検討：なし
予測手法： 各期における適正水温の設定

・葉体期（冬季。遅くとも 1 月）
：5℃以上、20℃以下
・採苗（殻胞子）期（10 月以降）
：10℃以上、25℃以下
6. 影響の概要
【短期的（現状＋1.0℃上昇時）
】
葉体期の生育下限水温５℃以下となる海域は、日本海沿岸の宗谷地方からオホーツク海沿
岸、北海道東部沿岸を経て、太平洋沿岸の襟裳岬まで、現状と余り変わらない（図 91 左
下）
。12 月に有明海を除く我が国の主要養殖漁場で、水温 20℃以下となり養殖可能とな
る。有明海では１月以降水温 20℃以下となり養殖可能となる。東京湾から有明海に至る
養殖漁場では、養殖時期が１ヶ月程度遅れる。また、長崎県以南及び関東以西の太平洋岸
では採苗時期が１ヶ月程度遅れる（図 92 左下）
。
【中期的（現状＋1.4℃上昇時）
】
葉体期の生育下限水温５℃以下となる海域は、北海道東部沿岸（日高、十勝、根室）のみ
となる。最低水温期である冬季（２月）においても、九州南部（鹿児島県）で生息上限水
92

ホタテガイ養殖の項目が文献の目次には記載されているが、文献中には掲載されていないため、ここで
は対象外とした。
93 本予測事例研究の出典は、
「平成 14-15 年度地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査総合報告
書、水産工学研究所、平成 16 年３月（スサビノリ）
」及び「地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策
調査、平成 14 年度会議資料（未発表）
」
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温 20℃以上となり、養殖不適となる（図 91 右上）
。一方、水温上昇に伴い、北海道日本
海沿岸域からオホーツク海沿岸域において養殖可能となるため、北日本での養殖生産の増
加が期待できる。長崎県以南、関東以西の太平洋沿岸域では採苗時期が１ヶ月程度遅れる
（図 92 右上）
。
【長期的（現状＋2.9℃上昇時）
】
葉体期の生育下限水温５℃以下となる海域は無くなり、北海道全域で生育可能となる。一
方、最低水温期である冬季（２月）においても、鹿児島県から和歌山県に至る太平洋沿岸
域南岸で生息上限水温 20℃以上となり、養殖不適となる（図 91 右下）。一方、水温上昇
に伴い、北海道全域が養殖可能域となり、北日本での養殖生産の増加が期待できる。有明
海の養殖可能期間は１ヶ月程度となる。採苗時期は全国的に１ヶ月程度遅れる（図 92 右
下）
。

図 91. 2 月低温期における海水温分布及びスサビノリ収穫可能都道府県分布 94

94

わかりやすさを優先し、図の論文中タイトル「低温期・2 月」から変更してあることに留意。
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図 92. 葉体期における海水等温線（20℃）及びスサビノリ収穫可能都道府県分布 95

95

わかりやすさを優先し、図の論文中タイトル「葉体期（20℃）
」から変更してあることに留意。
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2.4.2 水産業（回遊性魚介類）
① 温暖化による我が国水産生物の分布域の変化予測
1. 執筆者（公表年） 桑原久実、明田定満、小林聡、竹下彰、山下洋、城戸勝利（2006）
2. 掲載紙

地球環境 Vol. 11 No. 1 49－57
「多獲性種」マイワシ、マサバ、カツオ、サンマ、マアジ、サケ（シ

3. 対象品目

ロザケ）
、スケトウダラ、ズワイガニ、スルメイカ（分布域（漁場）
）
96

4. 対象地域

日本周辺海域
予測期間：30 年後（短期）、50 年後（中期）
、100 年後（長期）
ただし、2100 年を 100 年後としている。
空間解像度：20km 格子
気候モデル：－
月別の海面水温データ（地球温暖化予測情報第 5 巻、気象庁）をベー

5. 予測手法の概要

スに、2100 年に海水温上昇が現在より 2.9℃上昇（IPCC 第 3 次評
価報告書）するように、補正を行ったもの 97データを使用。
排出シナリオ：－
適応策の検討：なし
予測手法：生息可能水温の高温側と低温側の限界値（評価水温）を
設定（表 24）
。
表 24. 評価設定水温の一覧（一部変更）

移動性の分類

多獲性種

種類
マイワシ
マサバ
カツオ
サンマ
マアジ
サケ（シロザケ）
スケトウダラ
ズワイガニ
スルメイカ

生活史

評価水温（℃）
：低温側～高温側

成魚

JAFIC のデータ使用

成魚
稚魚
成魚
成体
成体

8～18
12～18
－1～12
1～17
2～28
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6. 影響の概要

我が国で主に漁獲されている 34 種が文献の対象であるが、本項目は「回遊性魚介類」のため、34 種の
うち、文献中の移動性の分類にて「多獲性種」に分類された 9 種を記載した。
97「現状」は気象庁が算出した現状水温値、
「短期」は現状水温+1.0 ℃、
「中期」は気象庁が算出した長期
水温値、
「長期」は中期の水温+1.5 ℃とした。この水温上昇の設定は、100 年間で 2.9 ℃上昇する（上
昇速度は一定）
。
98 JAFIC（漁業情報サービスセンター）が所有するサンマ棒受網漁期の 8 ～ 11 月における操業時の海
面水温データ（1989 ～ 2001 年）を利用した。これによると、漁場は、8 月は 16 ～20 ℃、9 月は 16
～ 19 ℃、10 月は 12 ～ 23 ℃、11 月は 12 ～ 22 ℃に形成され、これを評価水温に設定した。なお、
サンマ以外については、JAFIC からの提供データの詳細について記載なし。
96
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【分布域（漁場）
】サバ、カツオ、サンマなど浮魚類は、漁獲時期、操業期間などに若干
の変化が見られるものの遊泳力が強いため影響は軽微、スケトウダラ、ズワイガニなど底
魚類は、水深 100 m 以深の水温上昇は僅かであり影響は現れない。
水温上昇によるサンマ漁場の変化を示す（図 93）
。9 月は、現状では北海道東部の根室
半島沖に漁場（赤で囲まれた領域）が形成されるが、短期、中期と水温が上昇するに従い
北上し、長期では日本近海では漁場が形成されない（北方四島で形成されるが、経済水域
外）
。11 月では、現状では三陸沖～千葉県銚子沖に漁場が形成されるが、水温が上昇す
るに従い北上し、長期では根室～いわき沖に分布するようになり、銚子沖には漁場は形成
されない。多獲性種の浮き魚のマイワシ、マサバ、マアジなどは、サンマと同様な傾向が
見られたが、分布水深の深いスケトウダラやズワイガニは、水深 200 m で評価すると温
暖化による水温上昇はほとんど現れず、影響が少ないと考えられた。

図 93. 水温上昇によるサンマ漁場の変化予測
図 94 は対象種が水温上昇に伴い分布域を変化することにより、各海域（海域区分）で生
じる影響予測をしたものである。浮魚については一部の種類で漁場変化が生じ、漁業時
期、操業時間および漁獲量に若干の変化が生じるものと考えられるが、多獲性の浮魚は総
じて遊泳力が強く水温への応答が鋭敏であるため、影響は比較的軽微であると予測され
る。また、水深の深い場所に生息する種は、水温変化が少なく影響が少ないものと考えら
れる。
図 94. 多獲性種の影響予測
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② 温暖化が与える日本海の主要回遊性魚類の既存産地への影響予測
1. 執筆者（公表年） 木所英昭、渡邊達郎、田永軍、 井桁庸介、森本晴之、藤野忠敬（2011）
2. 掲載紙

地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開
発、483、261-267

3. 対象品目

スルメイカ（分布密度）
、ブリ（品質）

4. 対象地域

日本海
予測期間：2025 年、2050 年、2075 年、2100 年
空間解像度：1/12 度グリッド

5. 予測手法の概要

気候モデル：MIROC（気候）
排出シナリオ：SRES A1B
適応策の検討：なし
予測手法：日本海渦解像海洋大循環モデル（RIAMOM 99）

【スルメイカ】既存の調査船調査結果によるスルメイカの分布密度と水温の関係と、
RIAMOM による日本海の物理環境（水温等）の予測結果を用いて、日本海におけるスルメ
イカの温暖化による分布状況の変化を予測した。
【ブリ】これまでの卵稚仔分布調査で得られたキュウリエソ（餌生物）の採集結果をもとに
水温で指標化するとともに、RIAMOM による温暖化予測結果からキュウリエソの分布範囲
を（暖水域の生態系の範囲として）予測した。高次捕食者であるブリが分布する海域におけ
る生態構造の変化予測から、栄養段階の変化及び品質の変化について想定した。
6. 影響の概要
【スルメイカ】
RIAMOM を用いた日本海の温暖化による水温予測をもとにすると、2050 年には本州北部
沿岸域、2100 年には北海道沿岸域でスルメイカの分布密度が低い海域が拡大すると予測さ
れた。なお、日本海沿岸域ばかりでなく、亜寒帯冷水域にあたる日本海の中央部でもスルメ
イカの分布密度が夏季には分布密度が低下すると予測された（図 95）
。また、既存産地にお
ける温暖化による影響として、漁獲量が減少する可能性が推察された。
【ブリ】
キュウリエソの分布域は温暖化によって拡大すると予測され、暖水域の生産構造の海域が拡
大することを示唆した（図 96）
。この結果は、栄養段階の高い（結果的に商品価値が低下す
る可能性がある）ブリの分布範囲が拡大することを示唆している

100。つまり、温暖化によ

RIAMOM（RIAM-Ocean Model）九州大学応用力学研究所（RIAM）で開発された日本海を対象にし
た高解像度海洋モデル
100 一般に、冷水域や湧昇域は生態構造が単純であり、高次捕食者の栄養段階が低く、エネルギーの効率
が高い傾向がある。日本海の暖水域では、冷水域と異なり、動物プランクトンを直接、スルメイカやブリ
99
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って、既存産地で漁獲されるブリの品質が低下することが想定される。

図 95. 温暖化による水温予測結果を用いた 2000 年、2050 年及び 2100 年の 7 月の日本
海におけるスルメイカの分布密度予測図（一部抜粋）

図 96. キュウリエソの分布条件（水深 100m の水温 7 ℃）を基にした 10 月の日本海に
おけるキュウリエソの分布範囲（左図）及び分布海域面積（右図）の変化予測

等の高次捕食者が利用するのではなく、動物プランクトンをマイクロネクトン（キュウリエソ）が捕食
し、その後、マイクロネクトンを高次捕食者が利用する。そのため、暖水域のブリやスルメイカは一般的
傾向から判断されるように冷水域よりも栄養段階が高くなると考えられる。
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③ 水産資源ならびに生息環境における地球温暖化の影響とその予測 101
＜ヒラメについて＞
1. 執筆者（公表年） 水産総合研究センター（2014）
2. 掲載紙

水産研究・教育機構 - 水産総合研究センターHP
https://www.fra.affrc.go.jp/kseika/ondanka/siryo1.pdf

3. 対象品目

ヒラメ 102（養殖適地）

4. 対象地域

日本周辺海域
予測期間：短中期（2010～2030 年）、長期（2100 年）
空間解像度：日本周辺の海域 13 区分（図 97）
気候モデル：－
気象庁が発表した「日本周辺海域表層水温の長期変化」における平
年値をベースに将来の海面水温を予測。

5. 予測手法の概要

・ 短中期予測は、 IPCC AR4 における予測結果のうち、2010～2030
年における北緯 30～40 度付近表層の変化予測（0.5℃上昇）を前提。
・ 長期予測は気象庁が発表した予測結果のうち海域別表層水温の変
化予測を前提。
排出シナリオ：SRES A1B
適応策の検討：なし 103
予測手法： 適水温 104の設定

・成長適温：20～25℃
・高い餌料効率：18～24℃
・摂餌の不活発化：26℃超
・斃死の増加：27℃以上
・高温限界：32～33℃
・エドワジエラ症病原菌（Edwardiella tarda）の増殖至適温度：30℃付近
6. 影響の概要
【養殖適地】
ヒラメ養殖の中心である、九州、四国沖を含む関東以南の太平洋岸における夏季表面水温
の平年値は、斃死が増えるとされる 27℃あるいは摂餌が不活発になるとされる 26℃を越
えている（表 25）
。

101

ホタテガイ養殖の項目が文献の目次には記載されているが、文献中には掲載されていないため、ここ
では対象外とした。
102本予測事例研究の出典は、村田修 (2005)ヒラメ。海水魚（熊井永水編、恒星社厚生閣、pp83-109）等
に記載された適水温等に関する情報をもとに、水温上昇の予測値から推定。
103 「陸上養殖では、夏季であっても適当な水深から取水することで温度上昇の影響をある程度緩和でき
る可能性がる」と触れられている。
104 記載はないが、年平均と考えられる
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短中期的（2010～2030 年）にはこうした水温帯の海域はそれほど大きく変化しないとみ
られるが、長期的には（2100 年）
、太平洋側の関東東部海域（図 97Ｈ）、日本海側でも
日本海南部海域（図 97Ｋ）にまで広がる可能性がある。
表 25. 海域別夏季表層水温の平年値と短中期および長期予測値（℃）

図 97. 日本周辺の海域区分と気象庁が算出した過去の日本近海の夏季における海域平均
水温の長期変化傾向（℃／100 年）
＊で示す水域は長期変化傾向が統計的に有意でないことを示す。
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