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気候温暖化による農作物とその経営的対応

一山梨県ぶどう作を対象にして一

長田 賢二(千葉大学園芸学部)

大江靖雄(千葉大学大学院園芸学研究科)

Evaluating Impacts of Climate Change on Farm Management 

-The Case of Grape Farming in Yamanashi-

Koji Osada (Faculty of Horticulture， Chiba University) 

Yasuo Ohe (Graduate School of Horticulture， Chiba University) 

The objective of this paper is to investigate how 

fruit farmers deal with the management problems 

arising from globaJ warming. We approached these 

issues by conducting a questionnaire survey on 

grape growers in Yamanashi. From the result of 

statisticaJ tests and a regression analysis， we c1ari-

fied the fol1owing the three points. (1) GJobal warm同

ing has had both positive and negative impacts. 

Among the negative impacts， the most serious 

concern is that many negative impacts are expressed 

1. はじめに

近年，気候の温暖化が指摘され久しいが，農業分

野応おいてその影響を強く受けるのが果樹作民業で

あるといわれている.果樹は永年作物であり，生J!1

上，冬季には十分な低温が必要であり，成熟期にお

いてもその成熟は気温と密綾な関係がある そのた

め，温暖化の問題についてはこれまで栽培技術の観

点からの分析が一般的であり(本篠， 2007;杉減ら，

2007)，経営的要問についての分析はほとんど行わ

れてこなかった しかし今後，有効な温暖化対策を

講じるためには経営的要思との関連を明らかにする

必姿がある.

そこで本論文では，山梨県の果樹産地の民家を対

象としたアンケート分析から温暖化被害の実態と，

民家の経営的対応を切らかにするとともに，温暖化

対策に作用する経営的要底を考察し，今後の課題を

展望する.

(102) 

on the duration of the ripening period. (2) In con-

trast， many advantages of warming also exist. (3) We 

can point out three factors that al10w farmers to take 

counter measures: first is the age factor， meaning 

that the younger the farmer， the more JikeJy he is to 

take counter measures; second is the commitment 

to their management from the perspective of long-

term and high-intensity contributions; and third is 

holding the knowJedge of the damag巴呂ndthe 

capacity to prevent the s呂町le.

2. 山梨渠における温暖化被害の現状

現在，すで、に温暖化の影響は現れていると考えら

れる.今@]，事例として用いる山梨県では近年の

30 年間でその平均気漏はおよそ1.20C上昇している

(図J).そのため，おうとう(特に佐藤錦)やワイ
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図 1 山梨県勝沼町における平均気温の上昇推移

(1978 - 2008 5ヵ年移動平均)

データ:気象庁「気象統計ii特別
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ン泊のぶどうの県内における産池は北ーとしまた，

ぶどうにおいても産地として知られている勝沼周辺

においては，えS-色不良などの障害に起因する品質の

低下が多くの農家で表れていることが関係機関から

の聞き取り調査から判明した.さらに今後において

も気温のヒ昇に起因した，自発休眠覚躍の遜れ，そ

れに伴う発芽，そして収礎j切の遅延，また成熟期の

高i昆による活色不良，潟焼けなどの被筈の増加が予

iJ!IJされている(山梨県果樹試験場， 2007). 

3.謂査方法と分析方法

調主主方法としてアンケート調査と聞き取り調査を

行った. アンケート鵡査は 2008年 12月 20日から

初日にかけて，山梨県のぶどう産地の一つである

甲斐市双葉地区巣樹部会ぶどう部を対象として実施

し， 57件に配布し 43{牛の回答を得ることができた.

なお手段として留霞法を用いて筆者が訪問し回収し

た.またアンケートの調交内容は①温暖化による被

害(生活2罰，経済面)，②対策，③温暖化による生

じたメリット，(1)販売形態、告経営形態，⑥労働人

数，(j)偲人属性とした.

街iき取り調査は同年 10月に山梨県庁長政部果樹

食 果 気 そ 病 な 分
味 実 滅 象 の の警 L、 か
向 n~ 少災 他 ;涜虫 b 

上 大 言書 少被 な
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翻 4. 昆緩化がプラスに作用した影響(各項闘ごと

の回答/:全回答者)

データ:アンケート集計結果

流通謀，また 12月にJA梨北双葉支広，山梨県甲斐

市双葉地区のぶどう農家 3件に行った なお分析方

法は統計ー的検定と間続分析をFおいた.

4. アンケート誤査結果からみる被害と対策の状況

まず温暖化による被容については，着色不良が

83.7%と最も大きく，続いて病害虫被容の矯加，扇

焼け(日:脱出ナ)，発芽の不ぞろいが 40%以上の農家

で確認された(図 2).

次に被害に対する対策(図 3)では蒜果泣の調整

が 58.1%. こまめな水管理が 34.9%と短期間で行え

る対策が取られている. 70代以上の良業者が半数

以上を占めるこの地区では妥当な結果であると思わ

れる. しかし興味深いのは 44.2%と半数近くの人が

温暖化の影響がプラスに作用した思われる変化を感

じている点である(図 4). 具体的には食味の向上

が 16.3%，果実の肥大イとが 11.6%となっている. こ

のような温緩イとによって生じるメワットをj舌かし今

後の対策につなけ、ることを検討する必要は十分にあ

ると忠われる

また閣は割愛するが，経営形態としては「経営規

模の縮小J44.2凡続いて「多品種の栽j者Jが

39.5%， r高級品種の栽培J25.6%となっている‘ し

かし「経営規模の縮小jについては，その内 47.3%

が規模の縮小に向かいながらも， r高級品種の栽培J

や f有機(減農薬)栽培jに取り組みを講じており，

品質志向がうかがえる，

次に回答者の属性と，被察・対策の状況について

の関連を統計的に集計した結果を考察する.まず，

対策においては複数選択となっている対策項目色

回答者が選択した数を点数とした「対策数Jと

(103) 
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表 1. 年齢と対策数の関係(クロス集計)

項目

対策数

。点

l点

2占、

3点以上

30 ~ 50代

。%(0) 

28.6% (2) 

14.3% (1) 

57.1% (4) 

注:])有%1:7](4主ネー p~五 0.1，帥: p ;;五 0.05，件*: p豆0.01

2)手513:水準はフィッシャーの夜桜法にて計測

3) ( )内はサンプノレ数

データ:アンウート調査総菜

年齢

60代

7.7% (1) 

15.4% (2) 

61.5% (8) 

15.4% (2) 

70代以上

21.7% (5) 

34.8% (8) 

17.4% (4) 

26.1 % (6) 

有;立水準

持=

表 2.学歴と生理上の被害の関係(クロス集計)

境問

生潔上の被害
出ている

出ていない

中学卒業

100% (6) 

。%(0) 

学陵

高校卒業

53.6% (15) 

46.4% (13) 

専門・大学卒業

33.3% (3) 

66.6% (6) 

才513:水準

持，*

注 ])生理上の被~・・綴果痕， ?答5長，房枯れ症，結果不良，発芽の不揃い，出荷の遅延の各選択肢を統合したもの

2)有j窓水準ネ :p話0.1，料:p ~五 0.05，キ料: p ;;;; 0.01 

3) 仕立水準はフィッ γ ャーの箆接法にて計iTIU

4) ( )内はサンプノレ数

データ アンヲート誠査結梁

表 3. 対策の点数を規定する要因

説明係数

年齢 (]=30~ 50代， 2=60代， 3口 70fl:;) 

生理J二の被祭(1=社iている，。口出てし、なし、)

有機栽培を行っている(1口はい， 0= ¥， 、いえ)

長期出荷を行っている(]=はい， 0= ¥， 、L、え)

宅配を行なっている(]=はい， 0= ¥， 、いえ)

定数項

サンプノレ数ー 43

修正済み決定係数:0.420 

係数

0.504 

0.634 

0.592 

0.671 

0.68 

1.844 

tlu宣

-2.464 

2.112 

1.775 

1.779 

1.988 

3.499 

コ有怠水準

** 

** 

決ネネ

注:有%1:水準 * : p 芸~ 0.1，料 p ~玉 0.05，料招: p ;;玉 0.01

デ-5'アンケート調査結果

齢Jとの間で有意な結果を得ることができた(表1).

30 ~50 代の比較的若い民家は半数以上が 3 点以上

の「対策数」となっている.また 60代では 2点が，

70代以上では l点が最も多いという結果となった.

雨項自の間には負の栢関関係があり， r年齢」の上昇

に伴って，対策を講じる割合は小さくなっているこ

とが分かる. このことから，良家の高齢化問題は温

暖化への対策にも関与しており，体力，意欲を有す

る比較的若年の農業者の方が対策をより講じている

(104) 

ということが分かる.次に被害に関しては代表的な

「生理上の障害(縮果症，結果不良，発芳三の不揃い等)J

と学歴との閣で有意な関係が認められた(表 2)

学歴がJ二がるほど被害件数は低下している.しかし

今回の分析では「学歴Jと「年齢J.r生理上の障害J

と「年齢Jの間の統計的関連性はみられなかった.

5.童回帰分析

被害と対策がどのような経営的要悶により規定さ
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れているのかを切らかにするため由帰分析を行った

(表 3). ここで，被害数と対策数の間には正の相関

関係 (R=0.44) があるため，今回の分析では，被

じることにより対策を講じるという因果関係

を想定した.そのため，対策数を被説明変数，被害

を説明変数に組み込みそデノしを作成した.

Ti α。+α，Age+α2Dam+αprg+α4Cyo十α5De1刊

変数記号は ηが対策数であり，それを規定する

要因とし Ageが年齢 (30~ 50 代 =1，60代 =2，

70代 =3)，Damが生理上の被害(縮采症，務果，

房枯れ痕，結果不良，発芽の不揃い，出荷の遅延を

統合したもの)の有無(有り口1，無し =0)，urgが

有機栽培への取組みの有無(右り =1，無し =0)，

Cyoが長期出荷への取組みの有無(有り口1，1;隠し

=0)， Delが販売形態として宅配への取り組み(有

り=1，無し =0)である.ただし α;(i=O，…， 5)は

パラメーターであり， α。は定数項である.また νは

確率誤援項である.

モデルの計測結果，モデルの全体的な説明カは決

して高くはないが，全パラメーターは有意であり，

特に「年齢j，r生淫上の被害の有無jが有志;に作用

する規定要因であることが分かる.対策数と「年齢j

とは逆棺関であり，若く体力，意欲がある農業者ほ

ど対策をより綴じる傾向にある また「生理上の被

の有無も対策を誘発する要因であるといえる.

「生理上の被答j は収穫設にも直接，影響を与える

ため，農家にとっては， この被害をいかに防ぐかと

いうことが重要となっていると考えられる さらに

作物に対する集約的ないし，長期的な配慮を必要と

する「有機栽培jr長期出荷j，そして顧客と直接，

結ばれる分，確実な信頼を得る必要がある「宅配J

を行っている経営では対策もより講じられている.

6. おわりに

今回アンケート謂資を行った地域は，山梨県内の

勝沼をはじめとする果樹産地に比べて北に位置して

いるが，それでも混暖化の影響と患われる被容は十

分に確認された.被害においては成熟期に生じる障

く，対策としては比較的小さな労働力で取り

組めるものが選択されている.他方でメリットに感

じている農家がいることも判廃した

分析結果から，温暖化に対する対策数さと規定する

(105) 

重姿なl皇家属性の要因として， r年齢Jを挙げるこ

とができる.つまり対策を講じるためには意欲，体

力があり，かつ，長期的視野から取り綴める農家の

必要性を示している.また，このことは温暖化への

対応においても，今日の臼本の農業が直面している

箆業者の高齢化という課題が関わっていることを示

している.

具体的には，調査結果からも明らかとなった事実

から，特に成熟知である夏場の栽培管淫の必要性は

大きいと思われる. しかし，それは問時に，高齢化

が進んでいる民家にとっては大きな負担ではある

が，夏場の一手間と L、う短期的な取り総み，付加的

な対策により，その影響力を小さくすることは可能

であると考えられる. したがって，産地では温暖化

のメワット・デメワットに対する適切な指導・研修

の充実を図る必婆がある.

また作物に対してより労働力を投入する必要があ

る「有機栽培j，r長期出荷j，r宅百むという経営対

応札対策を規定する経営的要因であることが分

カhつt::..

以上の結果を総括すると， ~鼠媛化への対策として

は作物に対して，集約的に労働力を投入することが

求められる. したがって，農家の高齢家が進み，労

働力が十分に確保できない今日の果樹作農業の現状

を考慮すると，労働効率の良い対策を講じる必姿が

あり，そのためには，技術的な観点からの情報を提

供することが重要となると考えられる.また，同時

に，長期的な視点から営農できる人材を確保するこ

とにより，将来的にも安定した産地とすることが必

要となると考える.

最後に，今回の分析で言及できなかった規模の問

題との関連性については， より詳細な実態鵠査を踏

まえた分析を今後の課題としたい.
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