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6.2 気候変動がもたらす機会の活用等 
6.2.1 気候変動がもたらす機会の活用 
 低温被害の減少による産地の拡大、温暖化が進んだ場合に今まで生産できなかった亜熱

帯・熱帯作物の導入や転換、産地の育成、積雪期間の短縮による栽培可能な期間の延長及び

地域の拡大による生産量の増大等、気候変動がもたらす機会を活用した取組も考えられま

す。以下に具体的な事例を紹介します（表 6.2-1～表 6.2-4）。 
 

表 6.2-1 北海道における醸造用ブドウの栽培の拡大 
醸造用ブドウの栽培の拡大 
都道府県 北海道 

技術・特徴 

・池田町では 1960 年よりブドウ栽培を農業振興に取り入れ、当時の町長の

考えに共感した農業青年 26 名によりブドウ栽培が始まり、1963 年には果

樹酒試験醸造免許を取得。町内の山林から採取したヤマブドウを原料に町

営事業としてのワイン製造が開始されました。町おこしの側面を含み、現在

に至るまで「十勝ワイン」の名称で池田町を代表する地域ブランドとして定

着しています。 
・北海道においては元来、寒さにより醸造用ブドウの栽培は困難でしたが、

温暖化の進行により 1998 年頃より北海道の気温が高くなってきており、こ

の頃より醸造用ブドウ「ピノ・ノワール」の栽培と醸造の成功例が広がって

いきました。 
・2000 年以前は 6 件程度であった道内のワイナリーは、2000 年以降に増

加し、現在約 35 件に達しています。北海道空知総合振興局では、2010 年

より空知地区の生産者および消費者に向けたワインの振興に取り組むな

ど、官民挙げた取組が進められています。 

その他情報 

・他の産地において温暖化の影響が大きくなると、今後北海道の果たすワ

イン産地としての役割が大きくなっていくと見られています。 
・気候の変化に伴い収穫期の降雨の増加が予想される地域もあるなど、マ

イナスの影響を心配する意見もあります。 
・池田町では冬期に氷点下 20℃以下になることもあり、また、他のブドウ

産地と比較し積雪量が少なく同じ耐寒対策をとることができないため、独

自の耐寒性品種の開発にも取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空知地区における 4～10 月の平均日平均

気温の実測値（1990～2016 年）と予測値

（2020～2044 年）の推移（各ワイナリー・ヴ

ィンヤード平均） 
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（グラフの出典） 
北海道空知総合振興局「平成 28 年度「空知産ワイン」産地特性把握調査 報告書」

（H29.3） 
（http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/ttk/H28sanchtyosa.htm） 
 
（図の出典） 
北海道空知総合振興局「そらちワインを知る楽しむ手引き「そらちワインガイド」」

（H26.9） 
（http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/ttk/sorachiwineguido.htm） 

 
  

北海道空知総合振興局地域政策部地域政策課 

そらちワイン振興室作成（H26.9） 

「そらちワインガイド」 

醸造用ブドウの木．厳寒期の凍害防止のため

に雪や土に埋まりやすいように幹を斜めに成

育させている点が特徴． 

 

（写真） 

池田ブドウ・ブドウ酒研究所にて 

（2017/10/19） 
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表 6.2-2 暖地型作物導入プロジェクト 
暖地型作物導入プロジェクト 

都道府県 山形県 

技術・特徴 

・温暖化の進展により、各作物の栽培適地の北上が予測されています。 
・山形県においても、長期的な視点から、温暖化の気象変化を積極的に

活用するため、これまで栽培が困難であった果樹や野菜、飼料作物、樹

木の品目についてスクリーニング・栽培技術確立を行い、暖地型作物の

産地化を図ろうとしています。 
・新規導入品目のスクリーニングを通して、栽培適地の選定、栽培・利

用技術の開発、商品性評価を経て、新規作物の産地形成までを描いてい

ます。 

その他情報 

・県内の試験場に果樹、野菜、飼料作物、樹木における暖地型の新規品

目のスクリーニング圃場を設置し、その導入可能性を検討します。想定

品目として以下があげられています。 
・果樹：香酸かんきつ（スダチ、カボス、ユズなど）、その他かんきつ

（ウンシュウミカン、タンゴール等）、甘がき等 
・野菜：南方系の高菜・からし菜類、かんしょ等 
・飼料作物・暖地型牧草（高越夏性ペレニアルライグラス等） 
・樹木：ヒノキ等 

 
 
（出典） 
「地球温暖化に対応した農林水産研究開発ビジョン（改訂版）」（H27.6） 
（ https://www.pref.yamagata.jp/ou/norinsuisan/140003/ondanvision.html/new_vision
01.pdf） 

 
 地球温暖化に対応したコイ養殖期間短縮技術開発（山形県） 

山形県では「地球温暖化に対応したコイ養殖期間短縮技術開発」に取り組み始めています。

山形県では伝統的料理としてコイの甘露煮があり、全国でも有数の消費量を占めています。

しかしながら、コイ養殖は野外の溜池や素掘池で行われ自然環境の影響を強く受けるため、

地球温暖化により異常気象が頻発して洪水や水不足等自然災害が増加すれば、コイ生産に

悪影響を及ぼす懸念があります。そこで養殖期間を短縮する飼育技術を開発することによ

り悪影響のリスクを軽減し、従来よりも 1 年早い 2 年で生育させて自県での生産増につな

げたいとしています。 
一方で、魚種により水温の高温による疾病の増加を指摘する都道府県もあります。温暖化

によるメリット、デメリットを丁寧に把握して対策を進めることが重要であると考えられ

ます。 
  



 

 956 

表 6.2-3 高温に強い果樹品種の導入 
かんきつ類の高温対策 
都道府県 愛媛県 

技術・特徴 

・県内で栽培が盛んなウンシュウミカンに、高温が原因とみられる浮き皮

が発生し顕著な問題となっており、日焼け果、着色不良も近年増加してい

ます。 
・気温上昇に伴い南予地域では、今まで生産が困難だったイタリア原産の

ブラッドオレンジの生産が可能となり、品質低下がみられるようになって

きたウンシュウミカンに代わって転換が進んでいます。 
・低濃度のジベレリンとプロヒドロジャスモンを混用散布すると、着色へ

の影響を回避しつつ浮き皮軽減効果が高いことが確認され、研究が進めら

れています。 

その他情報 

・ブラッドオレンジへの転換については、開始当時は温暖化への対応とい

う発想はなく、ただ平均気温の上昇により栽培生産が可能と考えて始めら

れています。 
・冬の暖かさが一因とみられる凍霜害も多くなっており、クリ、キウイフ

ルーツ、カキなどに被害が出ています。 
・愛媛県内では高温に対応した品種としてアボカドの栽培も進められてい

ます。 
     

 
 

（出典） 

愛媛県農林水産研究所だより（第２号 2009.7／第８号 2015.7） 

（http://www.pref.ehime.jp/h35118/1707/siteas/10_kenkyusyo_dayori/mokuzi.html） 

 
  

ブラッドオレンジ「タロッコ」 浮き皮によりコンテナ内で変形したウンシュウミカン 
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表 6.2-4 亜熱帯果樹ライチの技術開発および生産振興 
亜熱帯果樹（ライチ）の技術開発および生産振興 
都道府県 宮崎県 

技術・特徴 

・温暖化を逆手に取った亜熱帯果樹の生産振興が進む中、マンゴーに続く新た

なブランドを育成するため、海外探索を行い、ライチが有望と判断しています。 
・現在国内で流通するライチは大部分が海外からの冷凍品であることから、国

内で栽培した生鮮のライチは、鮮やかな紅色で香りもよく、瑞々しい食感があ

るため、平成 25 年度の初出荷以降、市場から高い評価を得ています。 
・マンゴーで培った技術を応用しつつ現在は、ライチの主要品種である「チャ

カパット」の着花・結果安定対策、最適貯蔵温度・湿度の検証等、安定的な栽培

技術の確立に向けて技術開発を進めています。 
・今後は更なる品質向上に向けた技術検討や宣伝等の PR を行うとともに、全

国に先駆けて産地化を図っていこうとしています。 

その他情報 
・ライチは収穫後、冷蔵でも 1 週間から 10 日程度で品質が落ちるため、鮮度を

維持することが大きな課題となっています。そのため、大規模生産が可能とな

った場合、流通への対応も課題となっています。 
 

 
 
（出典） 
みやざき新農業創造プラン 
（http://www.pref.miyazaki.lg.jp/noseikikaku/shigoto/nogyo/20161121164840.html） 
総合農試だより 第 172 号（宮崎県総合農業試験場） 
（http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/nosei/mae-
station/topics/img/119/H271216.pdf） 

 
  

チャカパットの最適貯蔵温度の検証研究 希少性の高い国産ライチ 
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6.2.2 企業との連携事例 
公的な組織（行政、公的研究機関）だけでなく、民間企業の力を活用することで、適応策

の取組を推進している事例をみることができました。以下、具体的な事例について示します。 
 

企業の有する技術を農業分野に活用（石川県） 
石川県では，企業が技術やノウハウを農業分野に提供し，トマト栽培における夏期の高温

を回避し，長期栽培を実現させることを通して，生産者の収益拡大に寄与しようとする取組

を実施しています（表 6.2-5）。 

表 6.2-5 自然エネルギーを活用した冷暖房と太陽熱の遮断による収穫時期の拡大 
自然エネルギーを活用した冷暖房と太陽熱の遮断による収穫時期の拡大 
都道府県 石川県 

影響 生理障害（裂果；トマト） 

技術・特徴 

・トマトに関して以前より高温期の裂果対策に取り組んできています。 
・高温対策としてハウスフィルムの外側に遮光資材を張ることが有効です

が、光合成に有効な可視光は透過する必要があります。 
・東レの「赤外線遮断シート（可視光は通すが熱は遮断）」とコマツの「地

下水利用冷暖房装置」で収穫期間の拡大を目指したものです。 
・夏期の高温を回避し“夏越し長期栽培”が可能となっています。 

その他情報 
・コマツや東レなどと連携して、工業的に開発・導入してきた技術を農業

に適用。 
・トマトの収穫期間を拡大し収量を 5割増加させることを目標（25t／10a） 

自然エネルギーを活用してハウス内環境を整え、低コスト・高収益化を図る 
 

 
 

 
（出典） 
石川県提供資料 
※上図は使用にあたり、提供元の石川県の使用許諾等が必要となりますのでご注意くだ

さい 
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地域の企業と連携した取組（京都府） 
京都府では、京都府綾部市を発祥とするグンゼ株式会社と京都府農林水産技術センター

畜産センターとが共同で、乳牛の冷却にグンゼの冷感素材を用いた実証研究を進めていま

す。同センターとグンゼの創業地がともに綾部市にあり、研究機関と企業や大学などが交流

を持つ機会が以前よりあったため、スムーズな協力体制ができたと考えられます。牛の体が

冷えてブルッとするとのイメージから、グンゼは本衣料に「うしブル®」の名称を付けまし

た。「うしブル®」の商品名での販売に向けてグンゼと京都府で実証研究を重ね、共同で特

許を出願、早期の市販化を目指しています（表 6.2-6）。 

表 6.2-6 冷感素材と加水装置による乳牛の暑熱対策 
うしブル®（冷感素材と加水装置による乳牛の暑熱対策） 
都道府県 京都府 

影響 高温による生産性の低下 

技術・特徴 

・人で効果が認められている特殊な繊維からなる冷感ウェアを牛へ応用

し、加水装置を装備しました。冷感ウェアの吸熱性と気化熱で牛体表面の

温度を低下させ、暑熱ストレスの低減を図ります。 
・伸縮性の高い導電性ニット線材を冷感ウェアに組み込み、乾燥状態を検

出し自動的に加水装置により注水されます。 
・気化熱で牛体表面温度を約 5℃低下させることにより、ストレス指標で

ある血中インターロイキンの濃度が低下することが確認されました。 
・安価で導入可能となれば、既存の暑熱対策と併せて大規模から中小の畜

産農家にも有用な技術として普及する可能性があります。 

その他情報 ・開発した衣料は，将来的には乳牛以外の家畜への応用も視野に入れてい

きます。 
 
 

 
 

 
 
 
 
（出典） 
京都府農林水産技術センター「平成 27 年度農林水産試験研究の主な成果」 
（http://www.pref.kyoto.jp/nougijyutsu/h27kenkyuseika.html） 
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地域の企業を巻き込んで地域一体となった取組（愛媛県） 
愛媛県では民間企業と商品化、加工、販売などで連携が増えています。 

ブラッドオレンジについては加工の取組を早くから開始しており、現在 60 品目もの加工品

を製造するに至っています（表 6.2-7）。 

表 6.2-7 全国初のブラッドオレンジ産地化を目指した普及活動 
全国初のブラッドオレンジ産地化を目指した普及活動 
都道府県 愛媛県 

技術・特徴 

・冬季の温暖化の進行により、愛媛県南予地域ではウンシュウミカンに代

わり高品質のブラッドオレンジの生産が可能となっています。 
・平成 21 年からブラッドオレンジの産地化事業を予算化、県、市、JA、

生産者、地元企業等を巻込み普及活動を進めています。 
・農林水産省の地域コンソーシアム支援事業（H26 年）を活用し、地元民

間業者の協力も得て、宇和島圏域でより早く商品化、産地化の流れができ

ています。 
・ブラッドオレンジは生食用で出荷できるように生産していますが、加工

品としての利用も多い状況です。早い段階から地元の加工業者が高い興味

を示し、現在 60 品目に及ぶ加工品があります。 

その他情報 

・広く消費者への PR が必要と考え、専用ホームページを開設、東京や宇

和島等で販促イベントを大規模に実施しています。 
・今後は、地域内や都心の異業種との連携を図り、販売チャンネルの多角

化を推進し、宇和島地域のブランドとして確立されるよう取組を進めよう

としています。 
 

 
 
（出典） 

農業・農村の六次産業化等による収益力向上に向けた取組に対する支援 

（農林水産省 生産局） 

（http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_zirei/pdf/2-38ehime.pdf） 

 
  

生産者自らが消費宣伝マンになり PR 




